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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 38（13）名 ビジター 0名 

出席率 61.3％ ゲスト   6名 
第 2389出席率８５.７％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 ９月 12 日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 

敬老のお祝い/「会員スピーチ」 

 大藤 光夫君、小山 信一君、西村 孝之君 

次週の会合 ９月 12 日（火） 
指名委員選挙 例会前「平安の間」 
第 9回創立 50周年記念事業実行委員会   
 例会終了後「平安の間」 
京都東山ＲＡＣ「ＲＣ卓話例会」     19：30～「八千代」 

 

-基本的教育と識字率向上月間- 

本日の例会 クラブ・デー 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
君が代斉唱  
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 
表彰・奨学金授与 
幹事報告 
会員スピーチ  磯田 好計君、稲本 初弥君 
 鈴木 敏治君、小野 富造君、安澤 英治君 
今月のお祝い 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
クラブ・アッセンブリー/前年度決算報告 
本日の会合  
情報集会 会議 例会前 11：30～
第３回定例理事・役員会  例会終了後「吉水の間 
 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと２１０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     ” 
 

「Ｓ.Ａ.Ａ.を担当して」 

 

Ｓ.Ａ.Ａ.委員長  

    福留 幸一 

 

記念すべき創立５０周年の年に、何気なし

にＳＡＡを引き受けさせて頂いたのですが、

私と違い過去のＳＡＡを担当されていた諸先

輩方を見ているといかにも簡単そうに仕事を

こなされている様に感じていました。 

しかし、いざ蓋を開けてみればその大変さ

を実感することになっています。例会進行だ

けではなく、例会以外の仕事もたくさんある

のに驚く日々です・・・。 

 

 

 
 

 

ただ、幸いなことに副ＳＡＡのメンバーが大

変優秀な方々で毎週私の未熟さをカバーし

ていただいて助かっております。 

 さて、今年度の例会は例年と違い、会長の

職業である「医者」らしい会長アドレスを毎

週スライドにて皆様に提供して頂いている

のはお気づきと思います。小森色がよくわか

る例会になってとても良い事と考えており

ます。さらに会長の意向を受け、会員全員に

スピーチを予定していることや出来る限り

ひな壇を無くして三役と会員との会話を増

やすようにしていく予定です。これらをはじ

め、これからも会長・幹事とともに例会を作

っていければと考えております。 
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さらに食事に関しては、和食の数を大幅

に増やして好みによって選んで頂ける様に

致しました。そして課題の１つとしてクラ

ブデ―のビュッフェランチに関して、相当

食材が余ってしまっている現状に憂慮して

おります。余った食材は破棄されることか

ら何とかならないか？とご意見を頂いてお

ります。もちろん最近の例会スケジュール

がタイトになって食事時間が十分に取れな

いこともありますが、出席人数が当日まで

不明であることや特定のメニューが品切れ

にならないように考えると中々難しい問題

かと考えております。よろしければ皆様の

アドバイスを頂ければ幸いでございます。 

 今年度はまだ始まったばかりですが、今

年度の例会進行にご協力頂きますよう副Ｓ

ＡＡ共々よろしくお願い致します。 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続 ８年間：吉田(武)君 

❁誕生日 

中村（弘）君 ６日  稲本君 １１日 

小山君 １８日    井上（正）君 ２７日 

❁夫人誕生日 

木村（安）君夫人 みや子さん  ７日 

中西君夫人 里佳さん １０日 

奥田君夫人 トキさん ２６日 

❁結婚記念日 

岸君 １４日 末松君 ２４日 

 

幹 事 報 告  
■次週は指名委員選挙 

次週 9/12（火）の例会前に、次々年度会長と次年度

理事・役員を指名する指名委員選挙を行います。い

つもより少しお早めにお越しください。 

■選挙管理委員決定 

9/12（火）指名委員選挙の選挙管理委員会メンバー

が決まりました。小坂委員長、平野、井川、村田、中

川各委員です。よろしくお願い致します。 

■RLI ﾊﾟｰﾄⅡ研修会 

9/3(日)「京都文教学園」に於いて開催され、坂田会長ｴﾚ

ｸﾄ・副会長、平野ｸﾗﾌﾞ運営管理委員長が参加されま

した。ごくろうさまでした。 

■地域別 職業奉仕担当者会議 

9/3(日)「キャンパスプラザ京都」に於いて開催され、村田職業

奉仕委員長が出席されました。ごくろうさまでした。 

■京都大学 iPS 細胞研究所への寄付 

8/5（土）山中先生講演会、8/29（火）例会にて寄付を

募りましたところ、合計 579,088 円の寄付が集まりまし

た。ご協力ありがとうございました。京都大学 iPS細胞

研究所へ送金させて頂きます。 

■国際ロータリー第2650地区   2017-18 年度インターアクト地区大会 

東山中学・高等学校インターアクトクラブをホストクラ

ブとして、国際ロータリー第2650地区2017-18 年度インターアク

ト地区大会を開催致します。本日ご案内をポスト入れ

しています。皆様、ご出席頂きますようお願い申し上

げます。出欠のお返事は、９月１９日（火）までに事務

局へお願い致します。

９/６ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員スピーチ「新入社員・若手社員の特徴とその背景」  杉山 剛氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「品質と言葉」  ㈱GS ﾕｱｻ 品質統括部 部長 IRCA 登録 QMS 審査員補 和根崎 誠氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「ｱﾍﾞﾉﾐｸｽ成功の鍵」  衆議院議員 安藤 裕氏 衆議院議員 田中英之氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「インフォーマルミーティング報告」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「RLI について」  福井南ロータリークラブ 田中文夫氏 

９/７ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「最新ＩＣＴ、そしてＡＩ・人口知能が変える私たちの社会」  日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ㈱ ｴﾊﾞﾝｼﾞｪﾘｽﾄ・業務執行役員 西脇資哲氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「伝統・文化の使いみち：日本と中国・お茶にゴルフ」  京都女子大学 家政学部 生活造形学科 准教授 前﨑信也氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「麻酔と遷延性術後痛」  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生 松田 愛氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私の履歴書」  会員 藤井正泰君、五味 明君 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「桂川の自然と桂川 100 選」 淀川管内河川レンジャーアドバイザー 田中 稔氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「金箔とともに 300 年 伝統と挑戦」 堀金箔粉㈱代表取締役 堀 智行氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「日本の中食の現状とイノベーション」  角井食品 代表取締役社長 角井美穂氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「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 

９/８ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「建築の中のやきもの」  陶彫・陶製モザイク作家 池田泰佑氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「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 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「未定」 ＩＡＣ委員長 辰馬雅子氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「激変する世界情勢の中でアベノミクスは果たして大丈夫か？」 龍谷大学 名誉教授 岡地勝二氏 

９/１１ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私の職業と歓び」  会員 羽田正敏氏、菱田多賀志氏、池田祥司氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会時間・場所変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「安楽往生の願い-死と向き合う民間信仰-」  佛教大学非常勤講師 村田典生氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回例会は 9/25（月）開催予定 

９/１２ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「最近の金融経済情勢」  日本銀行京都支店長 京都ＲＣ会員 植木修康氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「変化するロータリー」  会員 小中達磨氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

 

 

-インターアクト地区大会 概要- 

１．日 時  2017年10月21日（土）・10月22日（日） 

【第１日目】 21日（土）集合 11：30（開会 14：00）  

閉会 16：00  懇親会 17：00～ 

【第２日目】 22日（日）集合 7：30（開会 8：30）  

閉会 14：00  

２．開催場所 

【第１日目】 東山中学・高等学校      

【第２日目】 宇多野ユースホステル 

  京都市右京区太秦中山町２９  

【懇親会場】 京料理とお庭の宿『八千代』 

３．大会テーマ 『古都京都から未来に繋がる』 

４．懇親会費  １０,０００円 ※１日目夜 

 

 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
9/2（土）ＩＡＣ地区大会の登山下見に岡武青少年奉

仕委員長が参加されました。ごくろうさまでした。 

 
同 好 会 情 報  

＊野球同好会  

練習 9月 19日（火）14：00-16：00 岡崎グランド 

＊軽音楽同好会 練習 9/14（木）、9/26（火） 

両日ともに 20：30～「スタジオ 246」 

＊ロータリーほろにが会 9/12（火） 18：00～「ﾚｽﾄﾗﾝ菊水」 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜8/29＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 58,000 円 累計 584,000 円 

 達成率 15.4％ 

夏の家族例会ご参加ありがとうございました。福留さ

ん、山本さん、親睦委員会の皆さんお手伝いありがと

うございました。 渡辺（剛）君、村岡君、深海君 

吉田（良）会員、磯田会員、小林会員、井上（正）会員 

本日スピーチごくろう様です。 

 今井君、小山君、戸田君、鈴木君、松井君 

 清水君、岡武君、布施君、安倍君 

金沢南ＲＣ表敬訪問の皆様、御苦労様です。 

 吉田（武）君、竹之内君 

小森会長、ありがとうございます。 関根君 

2年連続出席自祝。 寄本君 

インターアクトクラブからの報告。平尾君、竹澤君、が

んばって。 山田君 

記念講演無事終えました。会員各位のご尽力に感謝

申し上げます。 木村（安）君 

納涼家族例会に参加して。 植野君 

夫人誕生日自祝。 岸君 

10年間自祝。 川勝君 

ＲＣ・ＲＡＣ合同例会、おつかれ様でした！ 

ありがとうございました。本日もよろしくお願いします。 

 京都東山ＲＡＣ様 

 

ロータリー財団 計 57,000 円 累計 458,000 円 

  達成率 30.5％ 

記念講演無事終え感謝。 木村（安）君 

忠三郎襲名、おめでとう。 

 吉田（良）君、小山君、川中君、竹之内君 

 郡君、松下君、澤田君、安倍君 

 

米山記念奨学会 計 40,000 円 累計 235,000 円 

 達成率 15.6％ 

記念講演無事終え感謝。 木村（安）君 

一助に。 井上(武)君、関根君、安倍君 

 

希望の風奨学金 計 0 円 累計 101,000 円 

 達成率 25.3％ 

 

 

 

 
◆ 雑 誌 委 員 会 よ り ◆  

ロータリーの友 9 月号の 

見どころをご紹介します！ 

Ｐ80 ﾍﾟｰｼﾞの“いじめのない社会を目指して”

ですが、私はとても共感できました。 

私の仕事は、小規模保育園ですが、保育士は

90％が女性でまるで大奥の世界であります。 

私の保育園もいじめや派閥がないように目指

しております。働いている保育士自身が楽しく

ないと園児も楽しくない園になってしまいま

す。大変難しい事ではありますが、日々考えさ

せられる問題です。 

Ｐ76ﾍﾟｰｼﾞに書いてあります東京中央新ロータ

リークラブさんでは、女性が 40 人あられると

言う事でとてもびっくりしました。私の周りに

も自分で開業している女性がたくさんいます

が、会員増強にも力を入れ頑張っていきたいと

思います。 

雑誌委員長 澤田 敦子 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/29（火）例会  

会員スピーチ 

 

8/29（火）金沢南ロータリークラブ 

表敬訪問、お疲れさまでした。 

 

 

 

 

ＩＡＣ夏期研修報告 

 


