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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 

 
本日の会合 1月 16日（火） 
第 2回次年度理事・役員会  例会終了後「平安の間」 
京都東山ＲＡＣ「院内学級例会」13：30～ 
 京都府立医科大学附属病院 
 
 
前回例会報告 
会員数 69（21）名 出席者  49（13）名 ビジター 0名 

出席率  80.3％ ゲスト 0名 
第 2405出席率 90.32％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 1月 23日（火） 於：東館 4Ｆ「葵殿」 
クラブフォーラム（職業奉仕） 
 担当 職業奉仕委員長 村田 好謙君 
 （ﾗｲﾄﾗﾝﾁ） 
 

-職業奉仕月間- 

本日の例会 クラブ・デー 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

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 

今月のお祝い 

クラブフォーラム（創立 50周年記念事業） 

 担当 創立 50周年記念事業実行委員長 中村翠嵐君 

閉会点鐘      〔１３：３０〕 

 

 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと７７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     ” 
 

 

「２回のプログラム委員長」 

 

 

 

パスト会長 杉﨑 則夫 
 

初回は知人、友人にお願いしました。2回目

は大変だと思いましたが、考えようによって

は、疎遠だった方々と再会できると思います

と意欲がわいてまいりました。予算をどのよ

うに効率的に配分するか等を考えています

と、1年間充実して楽しい事しか思いにありま

せんでした。その中で思い出に残っておりま

す方々を記させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

作家の水上勉さんは、美浜の原発と亀岡の

あずきと小浜の鯖を話題にされ、いかに市中

の者が近郊の方々の世話になっているか叙

情的に話されました。 

13代目片岡仁左衛門さんは、歌舞伎の演目

「俊寛」で最後の場面で幕が故障でしまら

ず、瞬間びっくりしましたとユーモアたっぷ

りに話されました。 

市川団十郎さんは襲名について、襲名とは

名を襲うと書きます。先代から譲られるもの

でなく自分から襲いとる覚悟が必要と話さ

れました。余談ですがゴルフ同好会にも参加

していただき全員に色紙にサインをもらい

ました。 
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藤山直美さんは父藤山寛美さんが亡くな

られたときに遺産は借金と「太田胃酸」だ

けでしたわと大笑いさせていただきました。 

盗塁王の福本豊さんは、「体が小さかっ

たので 1年でプロ野球をやめようと思い記

念に奥様に 8ミリ映画で近鉄の名投手鈴木

啓示から盗塁をする場面を映してくれるよ

うに頼まれました。その映画をじっくり見

ていると鈴木啓示のくせがわかり、思い直

して多くの投手の癖を研究して世界の盗塁

王になられました。 

思えば多くの思い出がありますが 1番印

象的だったのはＮＨＫテレビを見ていまし

た時に日米友好の花 桜とハナミズキと題

してワシントンポトマック川の桜と東京小

石川のハナミズキを放映していました。峰

子志彦さんという方が説明されていました。

ポトマック川の桜は1909年に時の東京市長

尾崎行雄がルーズベルト大統領に桜の苗木

を 3000本送られました。その御礼にハナミ

ズキの苗木が送られ日比谷公園に植えられ

ました。どちらの花も見事に開花しました

が 1941年日米開戦になりました。アメリカ

人は何も感じなかったのですが、日本人は

敵国の花として日比谷公園のハナミズキを

斬り倒しました。峰さんは小石川に少し残

っていたハナミズキから苗木を育てられま

した。私はすぐにＮＨＫに電話し、峰さん

にスピーチを頼みました。快く引き受けて

いただき、その折に苗木を 2本持参されま

した。代表して私がいただき、我が家の庭

に植えました。5年経った時に花が咲き、峰

さんに電話しましたら、奥様が主人は今年

の 1月に亡くなりましたと。我が家の庭で

は毎年見事に開花してくれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１/１７ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「仕事は楽しい？」ﾊﾟﾚｸｾﾙ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（株） 豊田（坂口）惠波氏、「働く世代のがんと就労」ＮＰＯ法人京都ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｻﾊﾞｲﾊﾞｰ理事長 前田留里氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 「子ども若者はぐくみ局と子どもはぐくみ室の創設にあたって」 京都市子ども若者はぐくみ局 局長 久保 敦氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「新年夜間例会」18：30～  ＊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 「美術作品からみる京都の近現代」  京都市美術館学芸課長 山田 諭氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「人材育成を考える」～能力は遺伝か努力～  ｸﾞｯﾄﾞ・ｼﾞｮﾌﾞ 代表 高野壽則氏 

１/１８ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 新会員ｽﾋﾟｰﾁ  「自己紹介」田中信行氏、木下昌秀氏、「ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰの井上です」井上隆司氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「角田龍平の蛤御門のヘン」  弁護士・タレント 角田龍平氏 

 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 「職業奉仕月間に因んで」  職業奉仕委員会 委員長 中村廣良氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「みんなの想いがつながるつづく！わらしべの家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」 松井 茉優氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 職業奉仕部門ﾌｫｰﾗﾑ「未定」 ＦＩＤＲ ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ事務所 勤務 杉田真央氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「ロータリーのトレビア」  東京赤坂ＲＣ会員 熊本誠司氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 会員スピーチ「私の職業・趣味」 

１/１９ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「職業奉仕ﾌｫｰﾗﾑに代えて 京都東ロータリークラブ会員による職業奉仕の実例に学ぶﾊﾟｰﾄ 2」  会員 湊 小太郎氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 職業奉仕クラブ・フォーラム 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「男のきもの」  髙田勝（株） 社長 髙田啓史氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「青少年奉仕・ＲＹＬＡ」  地区青少年奉仕委員長 ＲＹＬＡ委員長 湖南ロータリークラブ 会員 石原久歳氏 

１/２２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私の職業と歓び」  会員 古川氏、宮本氏、森氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「歳男スピーチ」  河北氏、木下氏、杦本氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「太陽の脅威とスーパーフレア」  京都大学理学研究科附属天文台 教授 台長 柴田一成氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回例会 1/29（月）開催予定 

１/２３ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 職業奉仕ﾌｫｰﾗﾑ  
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 職業奉仕月間に因んで「ﾈｯﾄ犯罪、民法改正、労働基準法改正など中小企業をめぐる最近の事例」  職業奉仕委員長 河本泰行氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「人声を楽しみましょう！！」  ボイストレーナー、歌手 大 奈氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続２０年間 小森君 

連続 ７年間 関根君 

連続 ６年間 中川君、上村君 

❁誕生日 

薮下君 ５日 青山君 ７日 木村(安)君 １１日 

渡辺君 １８日 村岡君 １９日 坂田君 ２２日  

小野君 ２６日 

❁夫人誕生日 

植野夫人 敏江さん ６日 

横井君夫人 悠紀子さん １１日 

小野君夫人 紀子さん １４日 

佐貫君夫人 知美さん １７日 

今村君夫人 みずゑさん ２０日 

本田君夫人 映子さん ２０日 

大藤君夫人 綾子さん ３１日 

平野君夫人 敬子さん ３１日 

❁結婚記念日 

今井君 １０日  小野君 ２０日  吉田(良)君 ２７日 

 

 



 

幹 事 報 告  
■国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 2017-18 年度 

 第 2 回青少年奉仕担当者会議 

1/20 (土)「京都商工会議所」に於いて開催され 

岡武青少年奉仕委員長が出席されます。ごくろうさま

です。 

■地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

1/20 (土)「立命館大学朱雀キャンパス」に於いて開催

され、平野次年度幹事、布施次年度ロータリー財団

委員長が出席されます。ごくろうさまです。 

 

同 好 会 情 報  
＊野球同好会 

練習試合 １月２０日（土）１４：００～１６：００ 

岡崎グランド （ＶＳ伏見ＲＣ） 

２月２４日（土）１２：００～１６：００ 

岡崎グランド （対戦相手未定） 

田中ガバナー杯野球大会 

３月１０日（土） 皇子山運動公園 

＊軽音楽同好会 練習 1/23（火）、1/30（火） 

ともに 20：30～「スタジオ 246」 

＊ロータリーほろにが会  

2/13（火）18：00～「菊水」 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜1/9＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 80,000 円 累計 1,447,000 円 

 達成率 38％ 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願

い致します。 

 稲本君、鈴木君、小山君、今村君、川中君 

 小野君、坂田君、中村（弘）君、関根君、小森君 

  

歳男の皆様、おめでとうございます。吉田会員、中川

会員、茂山会員、スピーチごくろうさまです。 

 木村君、中村（弘）君、松井君、安澤君、福留君 

 中塚君、竹之内君、郡君、深海君、寄本君 

安倍会員、本日はありがとうございます。 

 小山君、中村（弘）君、柴田君 

 川勝君、岡武君、茂山君 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 小林君、松下君、奥田君、安倍君 

木村さん、大変うれしいお年玉を頂戴しましてありが

とうございます。 渡辺（剛）君 

書初展、多くの会員に来場賜りありがとうございました。

 中村（弘）君 

 

年忘れ家族例会、皆様多数のご協力ありがとうござい

ました。 村岡君 

夫人誕生日自祝。 井上（正）君 

 

ロータリー財団 計 45,000 円 累計 878,000 円 

  達成率 58.5％ 

新年おめでとう。 杉﨑君 

今年もお願いします。 柴田君、澤田君 

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願

い致します。 小森君、川勝君、寄本君 

 

米山記念奨学会 計 10,000 円 累計 504,000 円 

 達成率 33.6％ 

新年おめでとう。 杉﨑君 

 

希望の風奨学金 計 10,000 円 累計 136,000 円 

 達成率 34％ 

今年もよろしくお願い致します。 谷川君 

 

 

 

1/9（火） 新春例会 

 

 

 

 



 

 

 
1/9（火） 歳男スピーチ 

 

 

 

 

祝 舞 


