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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 72（23）名 出席者 50（14）名 ビジター 0 名 

出席率 79.4％ ゲスト   2 名 
第 2377 出席率 90.32％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ６月６日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

クラブ・デー／次年度予算審議 

 

次週の会合 ６月６日（火） 

第 12回定例理事・役員会  例会終了後「平安の間」 

-青少年奉仕月間- 

本日の例会 音楽例会 〔１２：３０〕 
開会点鐘  
ロータリーソング♪それでこそロータリー 

会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
『HIGASHIYAMAの春•音楽會』 

 ソプラノ 藤井 理紗（ﾌｼﾞｲﾘｻ）様 

 ピアノ 本多 千紘（ﾎﾝﾀﾞﾁﾋﾛ）様 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
 

本日の会合 ５月３０日（火） 

次年度引継協議会  例会後～西館 2F「比叡の間」 
 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと３０８日 “未来に繋がる     ” 

 

「変 化」 
 

    会員 内藤 葉子 

昨年 9月 6日に入会させていただきました

内藤葉子と申します。前任者の中島陽子が同

年 6月志摩観光ホテルへの異動に伴い、引き

続き入会をさせていただきました。 

現在、わたくしは当ホテルの客室セールス

部という部署で勤務いたしております。ここ

では国内外からより多くのお客様に京都、ま

た私どものホテルにお越しいただけるよう

取り組んでおります。訪日外国人数が 2,400

万人を超える今、私たちの施設においても御

多分に洩れず昨年度は外国人比率が 50％を

超えてまいりました。ここは本当に京都？ 

と思わせるくらい、海外のお客様でロビー

が賑わうことが最近多くみられます。この 2

～3年、海外からのお客様は増え続けていま

すがこの先はどうなるのか、では国内から

のお客様は？と頭を悩ます毎日を送ってお

ります。 

今年の年頭に当社社長より社員に向けて

新年の挨拶が発信されてきました。その中

で、ホテル業界は社会の影響を受けやすい

事業である、その一つは民泊。大阪観光局

が昨年 10 月から 11 月まで関西国際空港に

て行った調査によると訪日外国人が大阪で

利用した宿泊施設の 17％が民泊であった。

私たちは日々の業務の中でこういった 



 

 

「変化」を読み取りどのように変化するのか、

どのように対応するべきかを常に考えなけれ

ばならない、大切なことは市場の理解とそれ

に応じた営業力であると書かれてありました。 

4、5 年前にセブンイレブンが 40 周年を迎え

るというニュースを思い出しました。その中

で「変化」がキーワードになっているとコメ

ントがありました。最初は商店のような店か

ら、7時から 23時までの営業、そして現在は

日本の消費者の生活の一部になるくらいの成

長を遂げています。顧客のニーズも時代によ

り変わりますが、それぞれ適時対応をした結

果であり、これはどの業界でも通じることで

もあると思います。 

最後に、この度、京都東山ロータリークラ

ブに入会させていただいたという「変化」に

感謝するとともに今後もより一層精進して参

りますので何卒ご指導よろしくお願い申し上

げます。 
 

 

幹 事 報 告  
■ローターアクト地区大会 前夜祭・本大会 

6/3(土)前夜祭「リーガロイヤルホテル京都」 

6/4（日）本大会「龍谷大学響都ホール校友会館」に於

いて開催され、中西RAC委員長、清水幹事、郡青少年

奉仕委員長が出席されます。ごくろうさまです。 
 

■ヤレヤレ会ご案内 

6 月 20 日（火）の例会開催時間が変更され、例会終了

後、引き続きヤレヤレ会が開催されます。前回、ご案内

をお配りしています。ご出欠のお返事と、会費 5000 円

は、6 月 6 日（火）までに、親睦活動委員または事務局

へお願い致します。多数の皆様のご参加をよろしくお

願いいたします。 
 

■ロータリー章典 （日本語訳版）＆英語原本 

昨年 4月の 2016年の規定審議会を受けて、このほど新

しい手続要覧が発刊されました。今後、RI の方針や手

続きについては、ロータリー章典を参照するようにとの

方針が示されております。地区ホームページにてダウン

ロードできる様に掲載されておりますのでご活用くださ

い。（２６５０地区情報―各種資料―規則・マニュアル 

のページです） http://rid2650.gr.jp/ 
 

■2017-18 年度版 ロータリー手帳 

本日、2017-18 年度版ロータリー手帳をお配りしており

ます。ロータリー活動にご活用ください。 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【5/22（月）例会】 安倍 RAC 委員が出席されました。ご
くろうさまです。 

 

同 好 会 情 報  

＊ロータリーほろにが会  

6/13（火）18：00～「リーガロイヤルホテル京都」 

＊ゴルフ同好会 

6/7（水）洛東 RC東山 RC合同ゴルフコンペ 

「日清都カントリークラブ」  

＊野球同好会 

練習 6/20（火）12：00-14：00「岡崎グランド」 

＊軽音楽同好会 練習  

6/6（火）21：00～23：00「スタジオ 246」 

6/30（金）20：30～22：30「スタジオ 246」 

＊そば会 6/6(火) 18:30～「今長」東山大和大路松原西入

5/31 

 

 

/23 

 

京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ ―新会員スピーチ― 「私が NHK に入った訳」 寺井友秀氏、「グライダーって？」 山口智啓氏 

（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん クラブ・デー「青少年部門 第 12 回クラブ・フォーラム」 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「夜間例会」  ＊ビジター受付は平常通り 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「京都府名誉友好大使として」  米山学友 羅 鑫さん 
 京 都 朱雀 リーガロイヤルＨ 「ウイスキーは日本の酒である」  サントリースピリッツ株式会社 名誉ﾁｰﾌﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ 輿水精一氏 

6/1 

 

京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 「国民総幸福度の国 ブータンの現状と展望」  拓殖大学 教授 ﾍﾟﾏ・ｷﾞｬﾙﾎﾟ氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「神社に結ぶひとびと-中世の北野天満宮を中心に-」 京都文化博物館 学芸員 西山剛氏 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「1.機内での出来事 2.父親が手術をしたある少女のその後」  会員 中野昌彦氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ペストサポーターを目指して」  京都サッカースポーツ少年団連盟 連盟長 片岡弥之氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 未定 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「RYLA 報告」 16-17 年度 RYLA 受講生 家具の濱野 勤務 濱野大生氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「松下幸之助に学ぶ経営意識の高い部下を育てるコツ」  公益財団法人松下社会科学振興財団 専務理事 松下資料館 館長 遠藤紀夫氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「心に静けさを（イス座禅）  臨済宗妙心寺派蓮華寺住職 花園禅塾 塾頭 羽賀浩規氏 

6/2 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「2650 地区 2017-18 幹事長として」  会員 岡野益巳氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 情報集会まとめ  情報委員長 一瀬 倫氏 
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「ハンガリーの習慣と食卓」  米山奨学生 カーロヴィチュ、ダルマさん 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「土の響きに想いを込めて」 オカリナ奏者 鈴江先子氏 

6/5 

 

 

京 都 西 リーガロイヤルＨ 音楽例会「楽しいオペラを」 ｿﾌﾟﾗﾉｼﾝｶﾞｰみお氏、ｼﾞｬｽﾞﾋﾟｱﾆｽﾄ渡辺史公氏、ﾁｪﾛ奏者 Altynbek Dastan 氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H グループ懇談会報告会  ロータリー情報委員会 委員長 室 輝男氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「創立 26 周年記念夜間例会」開催の為、例会変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H ★ 「医食同源に思う」  会員 魏 禧之氏 

6/6 

 

 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「京都府の未来に求められるもの」  京都府議会議員 総務警察委員会 委員長 荒巻隆三氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 未定 
  京 都 洛南 リーガロイヤルＨ 「理事退任挨拶」  各担当理事 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30  



 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜5/23＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 43,000 円 累計 2,756,000 円 

 達成率 92％ 

青少年奉仕委員会、クラブ・フォーラム担当郡委員長

本日は、ご苦労様です。 

 吉田（良）君、小山君、今井君、谷川君、渡辺（剛）君 

 小森君、 、竹之内君、松下君 

 布施君、岡武君、安澤君、上村君、中塚君 

小林先生はじめ 12名の皆さんにお力添えを頂き、誠に

ありがとうございました。心からお礼申し上げます。 

 鈴木君 

青少年奉仕委員会クラブ・フォーラム、ご清聴お願い致

します。 郡君 

川中さん、瑞宝双光章受章おめでとうございます。 

 竹之内君 

関根先生、御苦労様でした、 戸田君 

中塚さん、先日はありがとうございました。 清水君 

結婚自祝。 山本君 

 

ロータリー財団 計 5,000円 累計 1,275,400円 

  達成率 85.02％ 

一助に。 小坂君 

 

米山記念奨学会 計 10,000 円 累計 1,144,000 円 

 達成率 76.3％ 

一助に。 小坂君 

郡委員長、本日は青少年奉仕委員会クラブ・フォーラ

ム、ご苦労様です。 吉田（武）君 

本日の寄付にて、吉田（武）会員は、第 2 回米山功労

者マルチプルとなられました。おめでとうございます。 

 

希望の風奨学金 計 5,000 円累計 369,000円 

 達成率 92％ 

一助に。 清水君 

 

６月 のプログラム  

 

６月 ６日（火） クラブ・デー 

６月 １３日（火）-スピーチ- 

「京都水泳界の変遷」 

京都踏水会水泳学園 学園長 

檀野 晴一様、藤井 透様 

 （ライトランチ） 

６月 ２０日（火）ヤレヤレ会 

例会時間臨時変更 17：30～ 

６月 ２７日（火）－最終例会－ 

「退任挨拶」 

会 長 渡辺 剛士君 

副会長 中村 弘吉君 

幹 事 清水 泰博君 

『HIGASHIYAMA の春•音楽會』 

【本日の演奏曲目】 

 

*私を泣かせてください  ヘンデル作曲 

*この胸に息のある限り  ヘンデル作曲 

*さくら横丁            中田喜直作曲 

*からたちの花          中田喜直作曲 

*アヴェマリア            グノー作曲 

*口づけ           アルディーティ作曲 

*私の大好きなお父さん プッチーニ作曲 

【プロフィール】 
藤井理紗 ふじいりさ ソプラノ 
大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業。同大学専攻科、

大学院オペラ研究室修了。フィオレンツァ・コッソ

ットのサマープログラム（イタリア）、オペラシン

ガーの為のサマープログラム TSP（ニューヨーク）

に参加。なにわ芸術祭（いずみホール）、朝日推薦

演奏会（シンフォニーホール）、堺シティオペラガ

ラコンサート、「帝国ホテルの演奏會」、ザ・カレッ

ジ・オペラハウス等の公演、イタリア、日本歌曲の

演奏会等にも多数出演。最近では、ザ・フェニック

スホールエヴォリューションシリーズ公演「奥様女

中」にセルピーナ役で出演。関西歌曲研究会会員。 

 
本多千紘 ほんだちひろ ピアノ 
広島県出身。大阪音楽大学器楽学科ピアノ専攻卒

業。同大学大学院ピアノソロ研究室修了。同大学に

非常勤教育助手として勤める。関西を中心に多くの

演奏活動を行い、オーケストラソノリテ、ウクライ

ナにてチェルニーゴフフィルハーモニー交響楽団

などと協演。そのほか、映画や CM 音楽のレコーデ

ィング、映像と音楽のコラボレーション企画への参

加、ファッションショーでの生演奏、ダンスとの即

興セッションなど、ジャンルを超えた総合的な活動

を目指す。ピアノを橘純子、菅波多恵子、山田みつ、

故神野明の各氏に師事。現在、大阪音楽大学演奏員。

2005 年 ソロリサイタル“Reflets 〜音のむこうに

映るものたち”開催(ベガホール/宝塚市）。2006 年 

重松みか氏プロデュースによる日本人オペラシン

ガーのためのプログラム TSP（ニューヨーク）に伴

奏ピアニストとして参加。2011 年 ソロリサイタル

“光の音闇の音”開催（ベガホール/宝塚市）、ソロコ

ンサートを音楽工房螢庵（金沢）にて開催。 

2012 年 ウクライナ国際マスタークラスに参加、チ

ェルニーゴフ・フィルハーモニー交響楽団と共演。

2013 年 林海象監督、映画『彌勒 MIROKU』公開

に伴い、音楽プロデューサー渡辺崇率いる Sound on 

Film オーケストラのメンバーとして生演奏つき上

映の全国巡業に参加。 



 

 

 


