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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 47（14）名 ビジター 0名 

出席率 75.8％ ゲスト 1名 
第 2408出席率 82.81％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 2月 13日（火） 於：東館 4Ｆ「葵殿」 
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） 
 
次週の会合 2月 13日（火） 
第 3回次年度理事・役員会 例会終了後「平安の間」 
創立 50周年記念事業実行委員会  18：00～「八千代」 

-平和と紛争予防/紛争解決月間- 

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♪我らの生業 

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 

 奥田 歓信君、横井 康治君、薮下 清三君 
今月のお祝い 
閉会点鐘        〔１３：３０〕 
本日の会合 2月 6日（火） 
第 8回定例理事・役員会 例会終了後「白川の間」 
 
 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと５６日 

 

「ニコニコ箱委員長として 

半年を終えて」 

 

郡  正樹 

 

今年の冬は寒いです。布団の中で起きるの

を躊躇われる毎日であります。 

さて５０周年ニコニコ箱委員長を拝命し、

早 7 ヶ月が過ぎました。ニコニコ箱通期目標

額 380 万円に対して 12/19 までの実績が

1,367,000円と目標額1,900,000円に大きく足

りていません。ＢＯＸに毎週立ち頑張ってい

るものの結果が出ていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

(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     ” 
 

ニコニコBOXの位置を受付の横に変えたりと

マイナーチェンジを行いましたが、なかなか

苦戦しておる現状であります。 

寄付が集まらない問題点として、欠席者の

寄付が募れない。寄付に協賛していない会員

がおられる。（もちろんニコニコは強制する

ものではない）現状、ニコニコ BOXに立つ人

が固定している。上手く寄付のお声掛けが出

来ていない等の問題点があると思われる為、

改善案として毎週二名の担当制にして寄付

回数の少ない会員にお声掛けする。 

お声掛けの内容  

○○さんニコニコどうですか？ 

お願い出来ますか？今日は○○の日ですよ。 
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内容が前向きなお声掛けを徹底する。おめ

でたいことを話題にして寄付のお願いをす

るとの案を練ったうえで、緊急でニコニコ

箱委員会を開催しました。結果、二名体制

で１１時３５分にＢＯＸに立ちニコニコを

募ることになりました。 

２月１３日 郡・井川 

２月１８日 清水・内藤 

２月２７日 上村・郡 

３月 ６日 清水・井川 

３月１３日 郡・内藤 

３月２０日 上村・清水 

３月２８日 井川・内藤 

 

後半も、ニコニコがんばりますので、お

声掛けさせて頂いた際はよろしくお願いい

たします。 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続 10年間 平野君 

❁誕生日 

西村(孝)君１日  小林君 １６日 

谷川君 ２６日  

 

❁夫人誕生日 

井川君夫人 真奈さん ２日 

加藤君夫人 那々子さん  ８日 

山本君夫人 弘枝さん １４日 

村岡君夫人 恵子さん ２１日 

❁結婚記念日 

木村(安)君 ２日 井上(正)君 ２日 川中君 ３日 

戸田君 ３日   加藤君 ７日 

 

幹 事 報 告  

■お知らせ 
＊京都朱雀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 21日（水） 

受付 16:00～、記念例会・祝宴 16:30～ 

場所：リーガロイヤルホテル京都 

 

＊京都モーニングロータリークラブ創立 20 周年記念例会・祝宴  

2018年 4月 14日（土）  

受付 14:00～、記念式典 15:00～、 

記念講演 15：45「ターニングポイントにある日本企業

～潮目が変わる時代にどう対処していくか～」  

講師：堀場 厚氏 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会員 

祝宴 16:45～ 

場所：京都ホテルオークラ 

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。 

 

 

２/７ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員スピーチ「あなたはロングスリーパー？ショートスリーパー？」 小杉源一郎氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 例会場・例会時間臨時変更  ＊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 「花折断層地震に備える!!一人一人が命を守るために」  櫻井泰広氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「米山について」  財団・米山理事 森下久治氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 夜間家族同伴例会  ＊ビジター受付はございません 

２/８ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「南方熊楠の世界」  龍谷大学 国際学部教授 松居竜五氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「清水寺の役割」 清水寺 執事補 大西英玄師 

 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 村上好夫氏、宮下晃一氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 例会日時・場所変更  ＊ビジター受付はございません 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ クラブ研修例会 「ＲＬＩについて」 第 2650 地区ＲＬＩﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ 北尾隆明氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「出逢いの印象を大切に」  優紀ｻﾎﾟｰﾄ・ｼｽﾃﾑ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 井尾眞紀子氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「創立 39 周年を迎えて」 ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 井澤豊氏、原田正雄氏 

２/９ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「京女と江戸東京の女-京都イメージを探る-」 花園大学元副学長 文学博士 芳井敬郎氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 新会員スピーチ  沼田春奈氏、西田盛之氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 休会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「婚活の現状について」  高橋誠一郎氏、洞本晶男氏 

２/１２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 振替休日休会 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 振替休日休会 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 振替休日休会 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回 2/19 開催予定 

２/１３ 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 「高校野球こぼれ話」  学校法人同志社 総長・理事長 八田英二氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 未定  会員 福田武樹氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

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 2/6（火）、2/8（木）20：30～、2/13（火）21：00～

ともに「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 ＜1/30＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 30,000 円 累計 1,577,000 円 

 達成率 41.5％ 

石原久歳様、本日スピーチありがとうございます。 

 戸田君、渡辺（剛）君、柴田君、小森君 

 小山君、岡武君、村岡君、安澤君 

 奥田君、布施君、澤田君、内藤君 

福留さん、大変かわいいものをありがとうございました。

 吉田（武）君 

出席 100%自祝。 中川君、上村君 

 

ロータリー財団 計 15,000 円 累計 933,000 円 

  達成率 62.2％ 

ロータリー協力財団より。 内藤君 

今月の寄付にて、茂山会員はﾎﾟｰﾙ・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 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％ 

 

トンガポリオミッション 計 5,000 円 累計 5,000円 

トンガポリオミッションよろしくお願い致します。 

 小森君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/30（火） 例会 

 

 

 

 



 

 

 

-スピーチ- 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 

 

 

 

 


