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    2017 年 4 月 4 日 第 2374 回例会 Weekly Bulletin №49-37 

京都東山ロータリークラブ 
MEETING ON TUESDAY 12:30 THE WESTIN MIYAKO KYOTO Sister Club：Hsin-Chu,Taiwan＆Kanazawaminami  

ROTARY CLUB OF KYOTO-HIGASHIYAMA, DISTRICT 2650 CHARTERED April 13, 1968  
 

2650 地区ガバナースローガン 

“夢を語り、現在
い ま

を刷新 ”Review from the future and Renew 

会長テーマ ～ 奉 仕 の 心 を 大 切 に ～奉仕を通じてロータリーを楽しもう 

“未来に繋がる     ” 
 

２０１６－１７年度 

国際ロータリー会長 

ジョン  F .  ジャーム  

第 2650 地区ガバナー 

刀根 荘兵衛 

会長(理事) ·········· 渡辺 剛士 
会長エレクト(理事) ··· 小森 直之 
直前会長 ············ 岩橋 忠昭 
副会長(理事) ······· 中村 弘吉 
幹事(理事) ·········· 清水 泰博 
クラブ管理(理事) ···· 松井 信五 

(理事) ··· 坂田  均 
広報(理事) ·········· 木村 安輝 
会員増強(理事) ····· 本田 修造 
 

･･松井 信五 

 ··················中村 翠嵐 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 薮下 清三 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 小野 富造 
親睦活動(役員) ····· 川勝 裕之 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 吉田 武雄 
職業奉仕(役員) ····· 平野 俊雄 
社会奉仕(役員) ····· 中塚  浩 
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ·· 郡  正樹 
会 計(役員) ········ 松下 明史 
 

副幹事 ········· 村田 好謙 
副幹事 ········· 橋本 幸司 
副幹事 ········· 中村  
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山本 眞也 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村岡 正浩 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山田幸一郎 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 青山真由美 
副会計 ········· 上村 承生 
 

 
前回例会報告 
会員数 76（25）名 出席者 49（15）名 ビジター 0名 

出席率 75.4％ ゲスト   1名 
第 2370出席率 86.15％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ４月１１日（火） 於：東館２Ｆ「山城の間」 

- スピーチ － 

「祇園祭 ごみゼロ大作戦の実践から」 

～市民発・市民主体のまちづくり～ 

 まちしごと総合研究所 代表  

  野池雅人 様

次週の会合 ４月１１日（火） 

第 5回次年度理事・役員会  例会終了後「白川の間」 
 

-母子の健康月間- 
本日の例会 クラブ・デー 〔１２：３０〕 
開会点鐘  
君が代斉唱 
ロータリーソング♪奉仕の理想 

会長挨拶 
来客紹介 
表彰 
幹事報告 
会員増強委員会スピーチ 
今月のお祝い 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
 
本日の会合 4月 4日（火） 
第 10回定例理事・役員会  例会終了後「平安の間」 
第 5組ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  18：00～「キャメロン」 

 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと３６４日 “未来に繋がる     ” 

 

「クラブ戦略」 

 

     クラブ戦略策定委員会 

委員長 松井 信五 

 

ロータリーがこれからもダイナミックな組

織であり続け、より機能的で活力ある組織に

生まれ変わるために、長期的な計画の必要性

が RI で検討され、長期計画が戦略計画

“strategic plan”となり地域社会に貢献し

ていくための将来への指針をつくろうとい

うことであります。 

ただ奉仕活動の実践はあくまでもクラブが

主体であり、ロータリアンが主体でなければ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

なりません。ですから東山クラブとしては

今まで培われてきた 50年にわたる歴史と伝

統、先人が歩んでこられた道をいかに未来

に継ぎその方向性を探っていくか、見極め

ていくか検討する良い機会でもあります。

各奉仕部門、各委員会の活動のあり方に会

員の皆様も色々なご意見をお持ちのことと

思います。 

クラブ内規においてこの戦略策定委員会

は効果的なクラブの要素を取組む長期目標

を立案し、その目標を支える年次目標を設

定するとなっております。 



 

 

年度ごとに目標設定を各年度会長、会長エレク

ト、次々年度会長予定者にお願いし、指名委員

会より選出されました５名の委員と幹事の９名で

もって構成され前年度までの検証と３年間の目

標設定を中心に策定している訳ですが、50周年

を目前に控え会員の皆様のご意向を集約するこ

とが大切なことと思います。 

我東山クラブの最大の長所は、目標に向かっ

て協力する団結力の強さであります。しかしなが

ら今後の基盤となるべき新しい活力の導入、注

入があってこそで、不安な面もある様でありま

す。 

力強い活力ある東山クラブを目指し、力強いリ

ーダーシップを会員の皆様にお願いする次第で

す。よろしくお願い致します。 
 

今月のお祝い  
 

❁誕生日 

吉田（良）君 １日 山中君 6日 

牧野君 6日 山田君 ７日  

関根君 ９日 中川君２３日   

深海君２４日 吉田（武）君２６日 
 

❁夫人誕生日 

村田君夫人 明美さん  ２日 

川中君夫人 喜美子さん ６日 

橋本君夫人 由花さん １０日 

横尾君夫人 絹子さん １０日 

山中君夫人 登美子さん １３日 

 律子さん １６日 

牧野君夫人 智春さん 19日 

渡辺（剛）君夫人 敬子さん ２２日 

末松君夫人    幸子さん ２４日 

小山君夫人 久子さん ２５日 

君夫人 美恵子さん ２７日 
 

❁結婚記念日 

福留君 ４日 柴田君 ４日   

牧野君 ５日 小坂君 ７日  

中川君１１日 山田君１１日  

佐貫君１３日 岡武君２０日  

小山君２６日 
 

幹 事 報 告  
■第４期会費振込用紙 

本日、第４期分の年会費振込用紙をお配りしており 

ます。次週４/１１（火）例会前に納入受付を設けます。 
■地区大会 

4 月 9日（日）ＲＩ第２６５０地区 2016～17 年度地区大会

本会議が「サンドーム福井」にて開催されます。バスを

利用されてのご参加の皆様には、当日午前７時にウエ

スティン都ホテル京都東館１階ロビーにて集合お願いし

ます。 
■金沢南ロータリークラブとの交流会 

4 月 22 日（土）～23 日（日）金沢南ＲＣとの交流会を開

催いたします。今年度も懇親会、ゴルフ、観光で交流を

深めたいと思います。ご参加ご希望の方は、姉妹クラブ

委員会かゴルフ同好会までご連絡をお願いします。奮

ってご参加いただきますようお願いいたします。 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  

2017年 4月４日(火) 

「京都東山・京都伏見・京都洛北 RAC 合同お花見例会」 

場所：平野神社(京都市北区平野宮本町 1番地) 

時間：受付開始 19：15/開会点鐘 19：45/21:00 終了予定 

登録費：RC5,000円 
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京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 京都ローターアクトクラブ 報告  ローターアクト委員会副委員長 伊谷快児君 

（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「品質のはなし」 会員 服部満雄氏 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「ｱﾌﾘｶ ﾏﾗｳｨでの活動 途上国で日本の市民団体が貢献できることとは」 公益社団法人日本国際民間協力会 京都本部 大豊盛重氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 例会変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 朱雀 リーガロイヤルＨ 「牛を描き続けて」 京都城陽ロータリークラブ 日本美術家連盟会員 二紀会会員 赤木睦代氏 
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京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 「第２次ジャポニスム-日本春画の特色」  国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ名誉教授 早川聞多氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「京都～ﾊﾟﾘ～京都」  シャンソン歌手 和サブロー氏 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会時間臨時変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「生きるが儘 すべては成りゆき」 絵師 木村英輝氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ「JAZZ Piano Solo 演奏」  Jazz Pianist 星山啓一氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 新会員スピーチ  「未定」三宅紘子氏、「自己紹介」新納麻衣子氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「講談師とロータリークラブの意外な関係」  講談師 玉田玉秀斎氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「カンボジアを訪ねて」  会員 松本恒司氏 

4/7 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「限りなき道 ロータリー」 会員 田中誠二氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「未定」  会員 髙﨑秀夫氏 
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「東アジア文化都市 2017 京都について」 東アジア文化都市 2017 京都実行委員会 井上悦道氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会変更  ＊ビジター受付はございません 
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京 都 西 リーガロイヤルＨ 新入会員スピーチ「職業としての弁護士」 会員 大谷俊介氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「未定」 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「平和とサスティナブルな開発への道」  国際平和と開発機構（IPSO）理事長、京都大学東南アジア研究所教員 ボナンノ・ジャンルカ氏 
 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H ★ 休会  ＊ビジター受付はございません 
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京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「認知症について」 医療法人三幸会北山病院 院長 澤田親男氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「衆文化を後世に-ハレとケの食のならわし-」 公財）奈良屋記念杉本家保存会 常務理事兼事務局長 料理研究家 ｴｯｾｲｽﾄ 杉本節子氏 
  京 都 洛南 リーガロイヤルＨ 「ご縁が繋がるテーブルマナー～エスコート術～」  マナー講師、ｳｫｰｷﾝｸﾞ講師 福西満里子氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30  



 

同 好 会 情 報  

＊ロータリーほろにが会 4/11（火）18：00～「東華菜館」 

＊ゴルフ同好会 4月 23日（日） 金沢南 RC さんとの合同コ

ンペ 片山津ＧＣ 

＊野球同好会 全国ＲＣ野球大会 （甲子園球場） 

6月 28日（水）午前 9：00～10：30 

対戦相手は、静岡県の富士宮ＲＣさん。野球同好会メ

ンバー以外の方の応援参加も募集しております！ 

勿論、応援の方もベンチやベンチ裏の施設に入れます。

応援に行ってやろう！という方は、村岡までお願いしま

す！ 

＊軽音楽同好会 練習 

4/11（火）20：30～22：30 スタジオ 246にて 

4/25（火）20：30～22：30 スタジオ 246にて 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜3/28＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 33,000円 累計 2,360,000 円 

 達成率 78.6％ 

吉田典子様、本日スピーチありがとうございます。 

 吉田（良）君、今井君、柴田君、小森君、小山君 

 渡辺（剛）君、小坂君、鈴木君、松下君、岡武君 

 竹之内君、村岡君、布施君 

誕生日自祝。 山本君 

46回目の記念日です（結婚記念日）  奥田君 

ロータリー財団 計 30,000円 累計 1,120,400 円 

  達成率 74.7％ 

一助に。 上村君、奥田君 

ロータリー財団協力会より。 渡邊（恭）君 

米山記念奨学会 計 10,000円 累計 905,000 円 

 達成率 60.3％ 

布施さん、竹之内さんいつもお世話さまです。 川中君 

希望の風奨学金 計 0円 累計 364,000 円 

 達成率 91％ 

3/14（火）  

クラブ・フォーラム 

 

 中村 翠嵐 君 

～3 月のスナップ～ 

3/7（火）クラブ・デー 

 

お誕生日・表彰 おめでとうございます。 

 

3/21（火） 

クラブ・フォーラム（広 報） 

担当 広報委員長 木村 安輝 君 
 

3/28（火）- スピーチ － 

神戸大学大学院 国際文化学研究科  

教授 吉田典子 様 

 



 

 

 


