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２０１７－１８年度 

国際ロータリー会長 

イアン・Ｈ .Ｓ .ライズリー  

第 2650 地区ガバナー 

田中誠二 

会長(理事) ·········· 小森 直之 
 ····· 坂田  均 
 ····· 渡辺 剛士 

幹事( )········ 中塚  浩 
クラブ管理(理事) ···· 平野 俊雄 

(理事) ··· 木村 安輝 
広報(理事) ·········· 松井 信五 
会員増強(理事) ····· 川勝 裕之 
 
 

･・・木村安輝 

 ··················中村 翠嵐 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 柴田 義典 
無任所(理事) ······· 中村 弘吉 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 福留 幸一 
職業奉仕(理事) ····· 村田 好謙 
社会奉仕(理事) ····· 本田 修造 
国際奉仕(役員) ····· 吉田 武雄 
青少年奉仕(理事) ·· 岡武 和暁 
会 計(役員) ········ 上村 承生 
副会計 ···· ・・・・・・・ 中川 公孝 
 

副幹事 ········· 小野 富造 
副幹事 ········· 竹之内米貴 
副幹事 ········· 山田幸一郎 
副幹事 ········· 深海 季生 
副幹事 ········· 寄本 猛 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 郡  正樹 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松下 明史 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 布施 栄一 

 
前回例会報告 
会員数 70（21）名 出席者 57（16）名 ビジター 2名 

出席率 87.7％ ゲスト   9名 
第 2383出席率 91.53％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ７月１8 日（火） 於：東館 4Ｆ「葵殿」 

クラブ・デー／クラブ・フォーラム 
（創立 50周年記念事業実行委員会） 
担当 創立 50周年記念事業実行委員会委員長  
       中村 翠嵐君 
   

本日の例会 ライトランチ 〔１２：３０〕 
開会点鐘  
ロータリーソング♪我らの生業 

会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 

         京都洛東ロータリークラブ 山口 義治 様 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
 
本日の会合 7月 11日（火） 
クラブ協議会  例会終了後 東館 2F「山城の間」 
京都東山 RAC「所信表明例会」 19：30～「八千代」 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと２６６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

(裏面へ続く) 

京都東山ロータリークラブ 
例 会 火曜日 12:30～ ｳｪｽﾃｨﾝ都 ﾎﾃﾙ京都  

姉妹ｸﾗﾌﾞ：新竹ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ（台湾）、金沢南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  

2650 地区ガバナースローガン  愛 着 と 誇 り 

会長テーマ「 未 来 に 繋 が る 東 山 」 

“未来に繋がる     ” 
 

「50周年を迎えて」 

 

副会長・会長エレクト  

坂田  均 
 

いよいよ我がクラブは創立 50周年を迎えま

す。一口で 50年といってもそれは大変な長さ

です。当時 20歳の人も 70歳に達します。 

1960年代後半から1970年代にかけての出来事

で印象に残るのは、東大入試中止、大阪万博、

カップヌードル発売、三島由紀夫事件など、

高度成長期の只中で日本が経済至上主義型の

社会に突入した頃でした。これに対して、2017

年に至ると、グローバル主義の限界が言われ、

格差社会の弊害が問題になっています。 

 

経済至上主義型社会の限界を感じる毎日で

す。米国の衰退と、中国の台頭も注目すべき

現象です。本当にこの世に常なるものは何も

ないということが言えそうです。 

松本重治の「上海時代―ジャーナリストの

回想」には、戦前の上海ロータリークラブの

様子が描かれています。やはり出席義務は厳

しかったようです。上海の著名人が会員とし

て名を連ね、日中の戦争回避のために各方面

で情報交換や調整がなされていたようです。 

50年前の日本のロータリークラブも、社会の

リーダーたちの集う社交クラブでした。テリ

トリーの職業分類を代表する人たちが集っ

ていたと思われます。 
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この人たちの存在は直接的に社会に影響を

与えていたということが言えるでしょう。 

さて、必ずしも地域のリーダーの集いでな

い我々の時代のロータリークラブの価値は

どこにあるのでしょうか。我々は、ロータ

リアンとして社会にどのような影響を与え

られるのでしょうか。また、時代の変化の

中で職業奉仕とはいったいどのようなもの

なのでしょうか。もう何もかも昔のように

は上手く行かないと言う人もいます。しか

し、私は、悲観していません。現代社会は

情報社会です。社会は急速に変化していま

す。一日に何人もの人々と出会い仕事をし

ますし、交流のツールもメールやＬＩＮＥ

などのデジタル的交流です。その付き合い

は極めてクールで、浅く、いわばバーチャ

ルな人間関係であるということができます。 

ところが、ロータリーでは正にアナログ

的な形で友情を深めます。一人一人と 20年

30年と付き合っております。50年に及ぶこ

ともあります。この長期の人間関係にこそ

ロータリークラブの真価があると言えます。

我々は友人から多くのことを学び、刺激を

受け、成長することができます。正に「言

忠信 行篤敬」の境地に達することができ

るかもしれません。最近、私は、このよう

な人間関係にこそロータリークラブの神髄

があるといえるのではないかと思い始めて

います。 

 
幹 事 報 告  

■本日はガバナー公式訪問事前クラブ協議会 

7月 25日（火）のガバナー公式訪問に向けて、事前ク

ラブ協議会を例会終了後に開催致します。引き続き

「山城の間」へ移動いただき、ご出席ください。 

 

■創立 50 周年記念事業山中伸弥先生特別記念講演会 

例会並びに慰労会開催のご案内 

本日、8/5（土）特別記念講演会例会並びに慰労会

開催のご案内をお配りしております。皆様、ご参加頂

きますようよろしくお願い致します。お返事は次週

7/18（火）までに親睦活動委員会または事務局まで

お願い致します。 

【例 会】 

日 時 平成２９年 ８月５日（土） 

集合１３：００ 例会開始１３：１５～ 

場 所 ロームシアター京都 メインホール入口 

（京都市左京区岡崎最勝寺町 13） 

【慰 労 会】 

時 間 特別記念講演会終了後 １８：３５～ 

場 所 京都モダンテラス（ロームシアター隣接） 

 

■インターアクト夏期研修結団式・事前研修会 

7/16（日）「ザ・パレスサイドホテル」に於いて開催され、

山田 IAC 委員長が参加されます。ごくろうさまです。 

 
■新事務局員 大槻敏子さん 

7月より新しい事務局員（パート）として勤務されてい

ます。会員の皆様、よろしくお願い致します。

７/１２ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「「ガバナー公式訪問所感」  R.I.第 2650 地区ガバナー田中誠二氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「世界に誇るレジエント・シティに向けて」  世界 100 ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ・ｼﾃｨ 京都市総括監 京都市前副市長 藤田裕之氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「就任挨拶」  理事・役員 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「これからの京都観光～世界があこがれる観光都市へ～」  京都市産業観光局観光 MICE 推進室観光おもてなし課長 福田敏男氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー「就任挨拶」  幹事、会長エレクト、S.A.A. 

７/１３ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「就任あいさつ②」  各担当理事 

 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 『「三国志演義」について』  国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ 名誉教授 井波律子氏 

さ 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ クラブ・デー 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「就任挨拶」  理事・役員 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「就任の挨拶」  会長エレクト、会計、 S.A.A.、クラブ管理運営、奉仕プロジェクト委員長 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 第２回クラブ協議会「理事・役員・就任挨拶」 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「就任挨拶」  各委員会委員長 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度活動方針」   S.A.A、クラブ管理運営委員長、奉仕プロジェクト委員長 

Kurabu  ７/１４ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「祇園祭の大役を担う久世駒形稚児」  綾戸國中神社 宮司 杉浦 匠氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 理事・役員就任挨拶  2017-18 年度理事・役員 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「就任挨拶」  理事・役員 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「故 小野芳晴追悼例会」 

７/１７ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 祝日休会 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 祝日休会 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 祝日休会 

７/１８ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「世界チャンピオンまでの道のり」 WBA 世界スーパーバンタム級チャンピオン   久保 隼氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 未定 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「理事 就任挨拶」  各担当理事 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

会 員 だ よ り  

＊塩路  徹会員 一身上のご都合により、6 月末を

もって退会されました。29 年間の在籍中には大変ご

活躍されました。誠に残念です。 

同 好 会 情 報  

＊野球同好会 練習 7/18（火）14：00-16：00「岡崎グランド」 

＊軽音楽同好会 練習 8/1（火）20：30～「スタジオ 246」 

＊ロータリーほろにが会 7/11（火） 18：00～「京都東急ホテル」 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜7/4＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 158,000 円 累計 158,000 円 

 達成率 4.16％ 

御祝。 京都東ロータリークラブ 

会長  順介様 幹事 澤井 隆男様 

御祝。           京都洛北ロータリークラブ 

会長 今小路 覚真様 幹事 川勝 邦彦様 

御祝。           京都洛東ロータリークラブ 

会長 大野木 伸幸様 幹事 柴田 正次郎様 

小森会長、５０年の節目で大変でしょうが素晴らしい

一年にして下さい。 

 京都伏見ロータリークラブ 平田 敏様 

小森会長、中塚幹事、50周年の一年のご活躍を祈っ

て。 京都伏見ロータリークラブ 渡邊忠司様 

小森会長の船出を祝して。クラブ創立 50周年おめで

とうございます。 

 京都洛東ロータリークラブ 大野木 伸幸様  

 京都洛東ロータリークラブ 柴田 正次郎様 

本日は宜しくお願いします。 

 京都東山ローターアクトクラブ一同  

小森先生、一年間重要な年度ですので気楽にガン

バッテください。 元会員 42代会長 城山健太郎様 

89歳、誕生日自祝。 大藤君 

今年一年間よろしくお願い申し上げます。 小森君 

皆様、一年間どうぞ宜しくお願い致します。 中塚君 

初例会を祝して。 吉田（良）君、稲本君、木村（安）君 

 本田君、中村（弘）君、村田君  

 清水君、中西君、布施君 

新年度理事・役員の皆様、一年間よろしくお願い致し

ます。 今井君、川中君、磯田君、小坂君、鈴木君 

 谷川君、佐貫君、村岡君、岡武君、郡君 

昨年度は、大変お世話になりました。今年度もよろし

くお願い致します。 渡辺（剛）君 

小森会長の就任を祝して。 

 小山君、松井君、小野君、竹之内君、吉田（武）君 

 平野君、川勝君、奥田君、安倍君、茂山君 

川勝さん、ヤレヤレ後、大変お世話になりありがとうご

ざいました。 深海君 

全国甲子園野球大会参加の皆様、おつかれ様でし

た！雨に負けましたね～！ 村岡君、深海君 

平野さん、ありがとうございました。 寄本君、中川君 

ロータリー財団 計 160,000 円 累計 160,000 円 

  達成率 10.6％ 

一助に。 井上（武）君、清水君 

今年一年間よろしくお願い申し上げます。 

 小森君、杉﨑君、川勝君 

東 R.C.吉川会長、一年間御苦労様です。 佐貫君 

皆様、一年間がんばって下さい。 渡辺（剛）君 

小森年度の船出、お目出とうございます。いよいよ 50

周年度です。ご協力よろしく。 中村（翠）君 

89歳、誕生日自祝。 大藤君 

皆様、一年間どうぞよろしくお願い致します。 中塚君 

会報・記録委員会です。一年間よろしくお願いします。

 布施君 

柴田委員長、関根、安倍、茂山、渡邊（恭）各委員、

一年間頑張りましょう。めざせ早期目標達成！！ 

 中村（弘）君、山田君 

初例会を祝して！ 戸田君、松井君、岡武君、岸君 

 安澤君、中川君、郡君 

米山記念奨学会 計 100,000 円 累計 100,000 円 

 達成率 6.67％ 

89歳、誕生日自祝。 大藤君 

洛東 R.C.大野木会長、一年間御苦労様です。佐貫君 

小森年度の船出、お目出とうございます。いよいよ 50

周年度です。ご協力よろしく。 中村（翠）君 

初例会に。 戸田君 

小森さん、余り頑張らずに。頑張って下さい。 

 井上（武）君 

今年一年間よろしくお願い申し上げます。 

 小森君、杉﨑君、川勝君 

皆様、一年間どうぞよろしくお願い致します。 中塚君 

一年間宜しくお願い致します。 井川君 

会報・記録委員会です。一年間よろしくお願いします。

 布施君 

希望の風奨学金 計 26,000 円 累計 26,000 円 

 達成率 6.5％ 

一助に。 小山君 

今年一年間よろしくお願い申し上げます。 小森君 

希望の風、担当となりました。一年間ご協力よろしくお

願い致します。 岡武君 

会報・記録委員会です。一年間よろしくお願いします。

 布施君 

 



 

 

 
7/4（火） 初例会 

 

 

 


