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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 52（17）名 ビジター 0名 

出席率 78.8％ ゲスト   2名 
第 2390出席率 87.50％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 ９月 19 日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 

会員スピーチ 今村 晋平君、山本 眞也君 

 安澤 英治君、村岡 正浩君、山田幸一郎君 

 （ﾗｲﾄﾗﾝﾁ） 

次週の会合 ９月 19 日（火） 
前期会長会  例会後「平安の間」 
情報集会第 1組              18：00～「晴鴨樓」 

 

-基本的教育と識字率向上月間- 

本日の例会 敬老のお祝い 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪ 4つのテスト 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 

「会員スピーチ」  大藤 光夫君、小山 信一君 

 西村 孝之君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
本日の会合  
指名委員選挙 例会前「千草 2」 
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」 

 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと２０３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

(裏面へ続く) 

 

第 38代 パスト会長  

西村 孝之 

 

敬老の日までに 70歳を迎えるのが私だけと

いうことで会報への投稿を依頼されました。

苦手な分野で失礼なこともあると思います

が、お許しください。 

70 歳になっても何も変わらない生活ですが

昨年の 9 月にはお祝ということで家族で鳥羽

に行きました。そこは旅館の部屋から釣りが

できるのですが、私のみ何も釣れませんでし

たが、家族の心のこもった旅行となりました。 

 

 

 

 
 

 

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     ” 
 

家族からはじいじいと呼ばれ、そんな歳にな

ったんだと感じています。 

この機会に少し今までを振り返ってみた

いと思います。父は口癖のように人との出会

い、御付き合いを何よりも大切にということ

で、そのためには毎夜のようにお酒を飲みに

行くことも大目にみてくれていましたが、お

酒を飲むことだけが優先していたような気

がします。体のことを心配いただいて大酒の

みは長生きできないとの大先輩のアドバイ

スもあり、これからは少しだけでも控えよう

と思いますが？ロータリーに入会させて頂

いて多くの出会いや忘れられない思い出も

いくつもできました。 
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2004年の国際大会では関西 4地区が力を

合わせての開催で2000年に実行委員会が創

設されました。2002年からは大阪で月 1回

の委員会が開催されたのですが予算の加減

で大会事務局、ガバナー事務所、委員長の

会社などで行っていました。私たちの第 4

部門は青少年 3 委員会で構成され、私はロ

ーターアクト委員会に所属していました。

初委員会が終わった後に、各委員に旅費が

手渡されたのですがパストガバナーのポケ

ットマネーということが判り、そのお金は

アクターに使ってくださいと全員お返しを

致しました。 

半年ほどして突然ＲＩより 600 万ドルも

の予算不足のため第 4 部会の削除のメール

が届きました。大会実行委員長から出来る

だけの努力をするという温かいお言葉があ

りました。3か月ほどして 3委員会のうちロ

ーターアクト委員会のみ開催を認めるとの

連絡が入りました。大会委員長、実行委員

長の大変なご尽力により開催が実現するこ

ととなりました。アクターはその思いに応

え、大きな励みとして見事な大会を成し遂

げました。 

１か月して慰労会が行われローターアク

ト委員長はアクトへの称賛の言葉と自クラ

ブの会長であったこちらもはじめて話され

ました。おそらく毎日がロータリーだった

と思います。思い出話ですが、素晴しい多

くのロータリアンと出会えたこと、またそ

の機会を与えて頂いたことに感謝したいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９/１３ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「世界に誇るレジリエント・シティに向けて」  レジリエント・シティ 京都市統括監 藤田裕之氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 例会変更  ＊ビジター受付は 9/13（水）11：30-12：30 翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｺﾚｸｼｮﾝﾎﾃﾙ京都にて 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「カメラの楽しみ」 写真家 北奥耕一郎氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「今年度奉仕活動について」  
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー  2016-17ＲＹＬＡ報告 小阪竜ノ介さん 

９/１４ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「天皇御退位と皇室の未来」  京都大学 法学研究科 教授 伊藤之雄氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「再生医療等製品の社会実装化」  タカラバイオ㈱ 代表取締役社長 仲尾功一氏 

 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 「私の履歴書」  会員 細見岩男氏、福井 肇氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第 2 回クラブ協議会 ガバナー公式訪問準備  ＲＩ2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 京都洛西ＲＣ会員 吉川裕丈氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ -会員スピーチ- 「外食事業へ参入した訳」元廣哲也氏、「クラブソングの生い立ち」山本 勝氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「お花見はぐるま例会」（会員親睦例会）  ＊ビジター受付はございません 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「第 3 回クラブ・アッセンブリー」 

９/１５ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ﾗ･ｼｬﾝｿﾝ・ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ」  神戸大学名誉教授 三木原浩史氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～広島北 RC との国内姉妹クラブ締結継続調印式例会～ 「ウミウの人口ふ化への取り組みと鵜飼の源流について」宇治川の鵜飼・鵜匠、公益社団法人宇治市観光協会 主宰 澤木万理氏 

「ウミウの人口ふ化への取り組みと鵜飼の源流について」  

宇治川の鵜飼・鵜匠、公益社団法人宇治市観光協会主宰 

澤木万理子 さん 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「未定」 樋口鉱泉会長、樋口始郎氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「ﾎﾃﾙｺﾝｼｪﾙｼﾞｭのあれこれ」  京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ亮華氏 

９/１８ 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 ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会 ＊ビジター受付はございません 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回例会予定は、9/25（月） 

９/１９ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「京都信用保証協会における地域密着型支援の概要」 京都信用保証協会専務理事 嵯峨哲夫氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「知っているようで 知らない京都」 ㈱高島屋 京都店 顧問 京都東ＲＣ会員 米田庄太郎氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ミャンマーのトイレ建設」  公益社団法人 日本国際民間協力会（ＮＩＣＣＯ）事業部長 岡田克彦氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

〜 敬 老 の お 祝 い の 皆 さ ま 〜  

大藤 光夫君 ８９歳  吉田 良武君 ８６歳  

横井 康治君 ８５歳  鈴木 敏治君 ８４歳  

今井 武男君 ８３歳  小林 一恵君 ８２歳  

磯田 好計君 ８２歳  稲本 初弥君 ８１歳  

小山 信一君 ８０歳  今村 晋平君 ７８歳   

谷川 博造君 ７８歳  植野 清富君 ７８歳  

井上 武雄君 ７７歳  小野 富造君 ７７歳  

杉﨑 則夫君 ７６歳  木村 安輝君 ７５歳  

戸田 義高君 ７５歳  薮下 清三君 ７５歳  

中村 翠嵐君 ７４歳  末松 哲夫君 ７４歳  

佐貫 將一君 ７３歳  川中 丈嗣君 ７２歳  

小坂 文夫君 ７２歳  中村 弘吉君 ７１歳 

関根 淳子君 ７１歳  奥田 歓信君 ７１歳 

西村 孝之君 ７０歳 （2017年 9月 30日現在） 



 

幹 事 報 告  
■敬老のお祝い 

７０歳を超え益々ご活躍の２７名の会員の方々に、 

敬老の日に因み会員一同よりお祝い申し上げます。 

 

■お知らせ 

※京都西北ロータリークラブより 

【例会場移転】 

９月 14日(2000回例会)より、「らんざん」⇒「翠嵐ラグ

ジュアリーコレクションホテル京都」へ移転します。 

【ビジターフィー変更】 

現行 ３,５００円⇒４，０００円へ変更します。 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【京都南 Aゾーン アクトの日】 
9 月 10日（日）10時～15時 
場所：BiVi二条にて開催。 
京都東山 RACからアクター3 名参加。RC からは、中
村（吉）ローターアクト委員長が参加されました。ごく
ろうさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
【ＩＡＣ例会（地区大会準備）】 
日 時：9月 16日（土）14：00～ 
場 所：東山中学・高等学校 
 
 
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 ＜9/5＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 96,000 円 累計 680,000 円 

 達成率 17.9％ 

磯田会員、稲本会員、鈴木会員、小野会員、安澤会

員、本日スピーチごくろうさまです。 今井君、佐貫君 

 今村君、谷川君、柴田君、松井君、井川君 

 竹之内君、布施君 

稲本さん、鈴木さん、頑張ってね。 小林君 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

  

本日の前年度決算のアッセンブリーよろしくお願いし

ます。 渡辺（剛）君 

末松さん、ありがとうございました。 中塚君 

ＩＡＣ地区大会よろしくお願いします。 岡武君 

松井さん、福留さん、橋本さん、中川さん、深海さん、

先日はお世話になりありがとうございました。 

 吉田（良）君、小森君、福留君、中川君、深海君 

誕生日自祝。 小山君、今村君、稲本君 

 中村（弘）君、本田君 

夫人誕生日自祝。 中川君、奥田君 

出席お祝い、ありがとうございます。 小林君 

出席 100%自祝。 安澤君 

結婚記念日自祝。 岸君 

襲名披露公演、ありがとうございました。 茂山君 

8月例会 全滅、申し訳ありません。 渡邊（恭）君 

 

ロータリー財団 計 35,000 円 累計 493,000 円 

  達成率 32.8％ 

渡辺前会長、先週はありがとうございました。 

 小森君 

一助に。 上村君、布施君 

ＩＡＣ地区大会へのご協力よろしくお願いします。 

 岡武君 

*8/29寄付にて、川中会員は 6回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ

ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ、9/5 寄付にて、布施会員は 2 回目のﾏﾙ

ﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうご

ざいます。 

   

米山記念奨学会 計 10,000 円 累計 245,000 円 

 達成率 16.3％ 

一助に。 布施君 

 

希望の風奨学金 計 10,000 円 累計 111,000円 

 達成率 27.8％ 

ＩＡＣ地区大会へのご協力よろしくお願いします。 

 岡武君 

一助に。 布施君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/5（火）例会・クラブ・デー 

 

 

 

 

 

 

表彰・お誕生日、 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

会員スピーチ 


