
 

 

     事務局：〒605-0052 東山区粟田口華頂町 1 ウェスティン都ﾎﾃﾙ京都 6Ｆ TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309 Mail. info@higashiyamarc.com 

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 69（21）名 出席者 45（14）名 ビジター 1 名 

出席率 73％ ゲスト   1 名 

第 2398 出席率 87.8％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 11 月 21 日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 

会員スピーチ 

杉﨑 則夫君、竹之内米貴君、布施 栄一君 

（＄100 万ランチ） 

 

-ロータリー財団月間- 

本日の例会 クラブ・フォーラム 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪ 友ら集いて 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
クラブ・フォーラム（ロータリー財団） 
 担当 ロータリー財団委員会委員長 柴田 義典君  
閉会点鐘        〔１３：３０〕 
 
本日の会合 11 月 14 日（火） 
情報集会第 5 組               18：30～「木や」 
第 3 回指名委員会  例会後～「平安の間」 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと１４０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     ” 
 

 

「情報集会第２組報告」 

 

 

 

 
副リーダー 中川 公孝 

 

平成 29年 10月 3日（火）18：00～ 

於：「キャメロン」 

出席者 ◎井川〇中川○澤田 

磯田、小野、佐貫、今井、小坂、郡、井上（正）、

深海、小森（オブザーバー）〈敬称略〉 

 

秋の紅葉も少しずつ色づく季節に、井川リー

ダーのもと「キャメロン」にて開催されました。 

 

 

 
 

 

１．50周年以降のクラブ運営について 

（クラブ運営、会員増強、家族例会他） 

上記の１の議題について井川リーダーの司

会進行のもと各テーマについて、出席者が 

順次意見を述べられました。 

 

１．【50周年以降のクラブ運営について】 

各出席者から意見等が述べられました。 

 

●国際ロータリーの方針がどんどん変わっ

ているのが現状で、50周年以降は、新たな 

スタートをして昔のしがらみなどに捕らわ

れず若い人が中心になり進めてほしい。 

●昔のロータリーと今のロータリーの考え

方は、規定や考え方も変わってきている。 

昔は、ロータリーに入会したら推薦者の方が 

ROTARY CLUB OF KYOTO-HIGASHIYAMA, DISTRICT 2650 CHARTERED April 13, 1968  
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１１/１５ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ ― 新会員スピーチ ―「近年の水族館事情、私と京都」木村  剛氏 「木村石油、木村家の生業、自身の経歴、ガソリンスタンドの今後について」 木村啓三郎氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H １８：００～ 於：京都ブライトンホテル～東京渋谷ＲＣ歓迎例会～ ＊ビジター受付は行いません。 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽ H クラブ・デー 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「京都洛中の日本酒の歴史と食文化」  佐々木酒造㈱ 代表取締役 佐々木章氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー  ＊ビジター受付はございません 

１１/１６ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙ H※ 「ロータリー財団の現状とその活用」  R.I.第 2650 地区パストガバナー刀根荘兵衛氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 音楽例会  ピアニスト 山岸ルツ子さん 

 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 稲川昌実氏、梶原章二氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「京都国立博物館開館 120 周年特別展覧会鑑賞」 会食後移動 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ R 財団部門フォーラム「ポリオ撲滅に向けて」  会員 大田和夫氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「ボジョレーヌーボー例会」 スピーチ「明日からワインが 3 倍楽しくなる！」 ㈱ワイングロッサリー 代表取締役社長 吉田まさきこ氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 名称変更記念例会 11/18（土）18：00～＊ビジター受付行います。 

１１/１７ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ロータリー財団の資金活用と様々な奉仕活動について」 R.I.第 2650 地区財団資金推進委員長 生駒 R.C.会員 中谷裕二良氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「見識の高さ」  国立京都国際会館館長 京都 RC 会員 元国土庁次官 木下博文氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「楽しもう ロータリー財団を」  R.I.第 2650 地区パストガバナー中澤忠嗣氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「新会員スピーチ」 大村一夫氏「ロータリー財団に因んで」 ロータリー財団理事 若宮隆幸氏 

１１/２０ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 休会  ＊ビジター受付は平常通り 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 未定 地区 RLI 委員会 桜澤仁志氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 会員スピーチ 「今、物流を改めて考える」  会員 角髙 修氏 地区 RLI 委員会 桜澤仁志氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「メディア業界の現状」  時事通信社京都総局長 松崎勝美氏 

１１/２１ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ﾎﾃﾙコンシェルジュのおもてなし」  京都ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ 宿泊課ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 兼田真弓氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 未定  京都きもの学院 京都本校学院長 峰村有紀氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「趣味が仕事になっている人生」  財団法人台北動物園基金会ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 張（東君）瓊文氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

教育し、出席は、例会開始の１時間以上前に 

行き 100％を切ったら怒られる時代で、すご

く緊張感があったがそれも良かった。 

●30年前は、仕事が大変忙しくて断れず無理

矢理入会させられた。これからは、志の高い

方やエネルギーの強い方に入会してほしい。 

●昔は、経済が右肩上がりの時に入会したの

で仕事は充実していた。今は、仕事を優先 

しないと衰退していく時代になってきてい

る。昔は、商売目的での入会は厳禁だったが、 

これからは、ロータリアン同士で商売の話で

繋げていき助け合わなければいけないと思

う。時代にあった定款や細則を行っていかな

いと衰退していく。 

●入会金や会費についても見直しをしても

いいのでは？ 

●他クラブの例会（メーキャップ）に行きどの

ような運営等をされているか勉強しにいく。 

●退会を防ぐのは、推薦者だけに任せないで

周りの人も協力して行っていかないと退会

者は増える。入会を増やすのは、入会者と多

くコミュニケーションをとり同好会のアピ

ール等を積極的に行い魅力ある東山を伝え

て入会してもらい入会後のアフターフォロ

ーも行い退会を防ぐのも重要だと思う。 

●他クラブの例会に行ったが自グラブの方

が良かった。同期が多いのも心強い。 

●ロータリーは大変勉強になるが、どういう

風に誘えばいいのかわからない。 

●山科ロータリー（東山ロータリー）に入会 

 

 

 

して大変良かった。自分自身の勉強にもなり

成長させてくれる。仕事が忙しいので出席が

難しいのと役をやると休みにくくなるので 

50周年後は、クラブとしてもう少し参加しや

すい環境づくりも必要だと思う。 

●京都東山ロータリークラブ創立 50 周年記

念事業の 2017年 8月 5日(土)  

ロームシアター京都メインホールで特別記

念講演された『iＰＳ細胞がひらく新しい医

学』について 

京都大学 iＰＳ細胞研究所所長・教授 山中 

伸弥氏の講演は、大成功に終わり無事 50 周

年記念事業が終わりましたが、引き続き 50

周年目の残りの事業をメンバー全員一致団

結して取り組んで成功させましょう。 

以上の意見等がありました。 
 

今回の情報集会は、12名と多く参加してい

ただき、様々な意見等しやすい雰囲気で 

食事中も先輩・後輩の関係なく活発な意見等

が交わされたと思います。とても美味しい

「キャメロン」さんのお食事、お酒を飲みな

がらの情報集会は、あっ！と言う間に時間が

過ぎていきました♪ 

京都東山ロータリークラブは、市内６番目

発足のクラブですが、市内の中心的な存在に

なるクラブ作りをしていき 2650 地区一の魅

力的なクラブに発展できる夢を膨らませ私

も日々精進していきたいと考えています。 

合掌 

  



 

 
幹 事 報 告  
■「年次総会」開催 

12/5（火）例会時に、年次総会が開催されます。 

皆様、ご出席のほどよろしくお願い致します。 

 

■「年忘れ家族例会」ご案内   

12/19（火）に年忘れ家族会を開催致します。 

例会時間を臨時変更し、例会は午後5時30分から、

家族会は午後 6 時からです。是非、ご家族皆様お

揃いでご参加ください。本日ご案内をポスト入れ

させて頂きましたので、お返事をよろしくお願い

致します。なお、お申込みの締切は 12/5（火）で

す。 

 

■九州北部豪雨災害義捐金 

2017年 7月 21日に政府が激甚災害と認定いたし

ました北部九州豪雨災害の救済について、第 2700

地区より 2650地区へ支援要請がありました。 

2650地区では、規程に準じて、地区災害対策基金

特別委員会を 7月 22日に開催、下記の通り「地区

災害対策基金」拠出が決定されました。   

（支援概要） 

① 復興支援先（福岡県：平成２９年九州北部豪雨災

害義捐金窓口）国際ロータリー第２７００地区

経由で福岡県へ寄託 

② 支援金 500万円  

③ 送金日 2017年７月 24日（月）着金 

このように一旦地区の「地区災害対策基金」から

災害発生直後に 500万円送金されましたので、今

回は、その補填ということで義損金募集のお願い

がございました。11月 7日の理事・役員会で承認

を頂きましたので、寄付分担金より会員様お一人

1,000円×会員数 69名、計 69,000円を送金致し

ます。ご理解のほどよろしくお願い致します。 

 

同 好 会 情 報  

＊軽音楽同好会  

練習 11/14（火）、11/21（火）、11/28（火） 

ともに 20：30～「スタジオ 246」 

＊ロータリーほろにが会  

11/14（火）18：00～「ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都」 

 

 

 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜11/7＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 69,000 円 累計 1,093,000 円 

 達成率 28.8％ 

中村（弘）会員、小坂会員、本日スピーチごくろうさま

です。 

 吉田（良）君、佐貫君、今村君、渡辺（剛）君 

 小森君、小野君、中塚君、安澤君、布施君、澤田君 

 山田君、寄本君 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

 横井君、吉田（武）君 

連続出席 33 年間自祝。 中村（翠）君 

出席 100%自祝。 橋本君、郡君 

あっという間の 5 年間これからも宜しくお願い致します。

  

夫人誕生日自祝。 清水君、川勝君 

結婚記念日自祝。 坂田君、平野君、上村君 

ハピバースデイ。 柴田君 

誕生日自祝。 郡君 

小森会長、川勝会員に感謝。 ゴルフ同好会 

10 月出席できませんでした。反省します。今月はが

んばります。 渡邊（恭）君  

 

ロータリー財団 計 20,000 円 累計 713,000 円 

  達成率 47.5％ 

一助に。 坂田君、布施君 

 

米山記念奨学会 計 25,000円 累計 394,000 円 

 達成率 26.2％ 

一助に。 井上（武）君、上村君、布施君 

 

希望の風奨学金 計 5,000 円 累計 126,000 円 

 達成率 31.5％ 

一助に。 布施君 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/7（火） クラブ・デー 

会員スピーチ 

表彰・100％出席・お誕生日 

おめでとうございます。 

 

 

 

100％出席、お誕生日、表彰 
おめでとうございます。 

 


