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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 69（21）名 出席者 46（12）名 ビジター 0名 

出席率  76.7％ ゲスト 2名 
第 2407出席率 84.1 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 2月 6日（火） 於：東館 2Ｆ「山城の間」 
クラブ・デー／会員スピーチ 

 奥田 歓信君、横井 康治君、薮下 清三君 
 
次週の会合 2月 6日（火） 
第 8回定例理事・役員会 例会終了後「白川の間」 
 

-職業奉仕月間- 

本日の例会 ﾗｲﾄﾗﾝﾁ 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪  奉仕の理想 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
-スピーチ- 
「地区青少年奉仕活動について」 
国際ロータリー第 2650地区 2017-18年度 
 青少年奉仕委員長（湖南ＲＣ） 石原 久歳様 
閉会点鐘      〔１３：３０〕 
本日の会合 1月 30日（火） 
京都東山ＲＡＣ「院内学級例会」13：30～ 
 京都第二赤十字病院 
 
 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと６３日 

 

「台湾新竹 RC  

63周年式典に参加して」 

 

姉妹クラブ副委員長 

安澤 英治 

 

標記式典に参加しましたのでその概要を下記

のとおり報告させていただきます。 

記 

平成 29年 12月 12日（火）18時～ 

新竹国賓大酒店 大広間  

出席者 小森会長、中塚幹事、山田副幹事、

布施副 SAA,渡邊直前会長夫婦、安澤 7名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

(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     ” 
 

前日、台北市で 1 泊し、当日は元米山奨

学生の蔡さんに高鉄の新竹駅まで迎えに来

ていただき、一路会場へ。会場の大広間には

黄地区ガバナーはもとより、台北 RC,苗栗 RC,

桃園 RC,新竹新湖 RC、等立錐の余地のないほ

どの非常に多くの出席者がありました。日本

からは友好歴 50 年の神戸 RC,横浜鶴見北 RC

と我々東山 RC の３クラブでした。小森会長

の流暢な中国語によるスピーチは会場から

大きな拍手で迎えられ多いに友好を高めま

した。中塚幹事は同じテーブルの劉幹事と友

情を深めました。訪問経験の多い渡辺直前会

長夫婦も台湾を満喫されていました。 
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新竹の会員からは 4月 2日の東山の 50周

年式典には多数で出席する旨の声が聞かれ

ました。イベントは生バンドによる音楽演

奏でした。終盤には舞台正面で多くの人が

音楽に合わせて踊り出し、大いに盛り上が

りました。今回の訪問でようやく新竹の皆

さんのお顔と名前が一致するようになりま

した。今年度会長の陳さん、日本語の流暢

な元ガバナーの洪さん、柔道黒帯の林さん、

特にお世話になった日本留学経験のある彭

さん等を始め多くの皆さんを忘れることは

できません。 

昨年は新竹駅前は単なる広場でしたが、

今回の訪問では大きな高層ビルがオープン

待つばかりの様子であり、台湾の経済力に

思わず目を見張りました。台北駅近くの書

店に村上春樹や芥川、太宰、漱石、鴎外の

翻訳本が並んでおり台湾市民の日本への関

心の深さを知りました。私の台湾の知識と

言えばテレサテンぐらいで恥ずかしい限り

です。 

最後に中国語同好会の布施・山田両氏が

日頃の学習の成果を大いに発揮し、友好を

高められたことを申し述べて、簡単ですが、

報告に代させていただきます。    

      謝々 

 

幹 事 報 告  

■第 2回社会奉仕委員長会議 

2/4（日）「リーガロイヤルホテル京都」に於いて開催さ

れ、松下次年度社会奉仕委員長が出席されます。 

ごくろうさまです。 

 

■「京都マラソン」スタッフウェア配布 

先週より、2/18（日）京都マラソンのスタッフウェアとボ

ランティアマニュアルを配布しています。 

当日は、8：45集合 ロームシアター東側「ロームスク

エア」、例会「岡崎公園内テント」10：30（予定）～、 

慰労会「南禅寺 八千代」15：30（予定）～です。 

皆様のご協力よろしくお願い致します。 

 

■確定申告用寄附金領収書 

昨年一年間の、ﾛｰﾀﾘｰ財団、米山記念奨学会への

ご寄付に対し、確定申告用の領収書が届きました。

本日該当の会員様のポストへお配りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１/３１ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「iPS テクノロジーがもたらす創薬革命」  ㈱iPS ポータル 代表取締役社長 村山昇作氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 例会日時・場所臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 

 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 「ＨＩＶ・性感染症について」 京都市保健福祉局中京医療衛生コーナー保健師 稲村有加子氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」  谷口雅彦氏 

２/１ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「一流プロを支える一流プロ」  プロキャディー 清水重憲氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「なぜ今営業改革なのか」 東京工業大学大学院 特任教授 北澤孝太郎氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都経済の『のびしろ』  京都市産業観光局長 上田 誠氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私の履歴書」  会員 木ノ下善正氏、北村光男氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「次年度にむけて」  会長エレクト 内田勝彦氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 未定  西村ボディメイキングスタジオ 代表 西村光晶氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「My History」  島田真由美氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「国際奉仕フォーラム」  国際奉仕委員長 梶野興三氏 

２/２ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ「新入会員の自己紹介」  会員 中村匡克氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「俳句は発見である」 京鹿子主宰 現代俳句協会理事・関西現代俳句協会理事・大阪俳人クラブ常任理事 鈴鹿呂仁氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「つなぐ心、つなぐ技。朝日焼の四百年」  朝日焼十六世窯元 松林豊斎氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「なでしこジャパンはなぜ優勝したか」 びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部 教授 びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部監督 望月 聡氏 

２/５ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私の職業と歓び」  会員 椋田隆知氏、永平光一氏、名井陽平氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「会員スピーチ」  高橋氏、武岡氏、塚本氏、田中氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ホームステイの受入を通じて」  中京税務署長 豊岡純仁氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 京都西北ロータリークラブとの合同例会「京都で書く楽しみ～小説すばる新人賞受賞執筆秘話～」  作家 中村理聖氏 

２/６ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 会員ｽﾋﾟｰﾁ「思い出のビルマ」 藤林佳弘氏 

「」 
（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 未定 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

◆京都東山ローターアクトクラブ創立３５周年 

記念式典・登録のご案内 

日時：２０１８年４月２９日（日・祝） 

登録開始１１：１５ 

式典１２：００～１３：２０ 祝宴１３：３０～１５：００ 

会場：ウェスティン都ホテル京都「山城の間」 

登録費：10,000円 

＊ご出欠のお返事は、3月 27日（火)までに 

親睦活動・出席委員、または東山 RC 事務局まで 

お願い致します。 

 

 



 

■お知らせ 
＊京都西ロータリークラブ創立 60 周年記念例会・祝宴 

日時：2018年 3月 5日（月） 

受付 13:30～、記念例会 14:30～、記念祝宴 16:00～ 

場所：リーガロイヤルホテル京都 

登録：15,000円 

＊京都嵯峨野ロータリークラブ創立 25 周年記念例会・祝宴 

日時：2018年 3月 10日（土）  

受付 15:00～、記念例会 16:00～、記念祝宴 18:00～ 

場所：ANA クラウンプラザホテル京都「平安の間」 

登録：15,000円 

上記、ご出席をご希望の会員様は、事務局までお知

らせください。 

 

■ロータリーレート変更 

2月 1日より、ロータリーレートが１㌦＝１10円 

に変更されます。（現行 114円） 

 

同 好 会 情 報  

＊野球同好会  

＜練習試合＞ 

2 月 24 日（土）12 時-16 時 岡崎グランド 

（ＶＳ 京都西ＲＣ、ＶＳ伏見ＲＣ） 

◆ガバナー杯◆ 

3月 10日（土）第 4試合 13時 30分開始予定 

皇子山運動公園 （洛中ＲＣと福井ＲＣの勝者と対戦） 

（前年度ベスト 4 チームはシードされたので予選は１試合のみ） 

勝てば決勝大会 3月 24日（土）皇子山球場  

第 2試合 10時 45分開始予定 

＊軽音楽同好会 練習 

1/30（火）20：30～「スタジオ 246」 

＊そば会 2/6(火)18:30-「今長」東山大和大路松原西入 

＊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 ＜1/23＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 28,000 円 累計 1,547,000 円 

 達成率 40.7％ 

職業奉仕委員会クラブ・フォーラム担当村田委員長、

本日はごくろうさまです。 

 谷川君、中村（弘）君、小山君、木村（安）君 

 渡辺（剛）君、小森君、吉田（武）君、井川君 

 竹之内君、布施君 

連続欠席、おわび。今年もよろしくお願いします。 

 清水君 

野球同好会の皆様、練習試合おつかれさまでした。 

 村岡君、戸田君 

本日は宜しくお願い致します。 

 京都東山ローターアクトクラブ一同様 

 

ロータリー財団 計 0 円 累計 918,000 円 

  達成率 61.2％ 

 

米山記念奨学会 計 0円 累計 514,000 円 

 達成率 34.2％ 

 

希望の風奨学金 計 0円 累計 171,000 円 

 達成率 42.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 の プ ロ グ ラ ム  

 

２月 ６日（火）クラブ・デー・会員スピーチ 

奥田 歓信君、横井 康治君、薮下 清三君 

 

２月１３日（火）会員スピーチ 

大木 義秀君、橋本 幸司君、渡邊 恭章君 

（ライトランチ） 

 

２月２０日（火）→１８日（日）へ 

-例会日時・場所臨時変更- 

＜例 会＞ 

京都マラソン例会 １８日（日） 

 

２月２７日（火）クラブ・フォーラム 

（京都東山ローターアクトクラブ） 

担当 ローターアクト委員長 中村 吉晴君 

 



 

 

 1/23（火）例会 

 クラブ・フォーラム（職業奉仕委員会） 

 

ロータリークラブ交流作品展 

 


