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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 43（10）名 ビジター 0名 

出席率 74.1％ ゲスト 0名 
第 2412出席率 85.48 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 3月 13日（火） 於：東館 4Ｆ「葵殿」 
クラブ・フォーラム（クラブ管理運営委員会） 

担当 クラブ管理運営委員会委員長 平野 俊雄君 

クラブ・アッセンブリー・中間収支報告他 

    （＄100万ランチ） 
 

次週の会合 3月 13日（火） 
第 4回次年度理事・役員会 例会終了後「平安の間」 
3/14（水）創立 50 周年記念式典リハーサル＆試食会 
 17：00～「葵殿」 

-水と衛生月間- 

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♪奉仕の理想 

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 
閉会点鐘        〔１３：３０〕 
 
本日の会合 3月 6日（火） 
第 9回定例理事・役員会 例会終了後「白川の間」 
後期会長会  例会前 11：00～「白川の間」 
 
 

             クラブ創立５０周年               

2018年 4月 2日                      
あと２８日 

「無財の七施のお話し」 

 

会員 渡邊恭章 

 

 
法話の入り口として『布施』と呼ばれるものを

良くお話し致します。布施とは文字の通り、他者

への施しのことを言います。老若男女財産が無く

ても出来る布施に『無財の七施（むざいのしちせ）』

というものが有ります。眼施・和顔施・言辞施・

身施・心施・牀座施・房舎施と言います。 

①眼施（がんせ）は、優しい眼差しで人に接す

ること。優しい眼差しは、それだけで人に安心を

与えます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

(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和顔施（わがんせ）は、和やかな明るい顔で

人に接すること。和やかな笑顔で人に接して下さ

い。笑う門には福来たるとも言います。爽やかな

優しい笑顔で「おはようございます」「こんにち

は」「お帰りなさい」と声を掛けられたらそれだ

けで人は幸せな気持ちになります。 

③言辞施（ごんじせ）は、優しい言葉をかける

こと。優しいと言っても、うわべだけの優しさで

はなく、内に慈悲の心を秘めた丁寧な言葉を遣う

ことです。正しい日本語・正しい丁寧語を使って

みましょう。人が喜んで下さると共に、周囲から

の視線も変わってきますよ。 
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今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続 ５年間：布施君 

❁誕生日 

小坂君 ５日    山本君 ８日  

植野君１２日    名筯君１３日 

上村君２０日 井川君２２日  

松井君２７日 横井君２７日  

竹之内君２７日 中塚君２８日  

❁夫人誕生日 

中塚君夫人 陽子さん  ６日 

谷川君夫人 久子さん  ６日 

深海君夫人    広子さん    １６日 

上村君夫人 智江さん １７日 

小坂君夫人 美子さん １９日 

柴田君夫人 多美子さん ３１日 

渡邊（恭）君夫人 由美子さん ３１日 

❁結婚記念日 

安澤君 １日  井上（武）君 ２日 横井君 ３日 

深海君 ３日   奥田君 ６日 薮下君 ８日 

中塚君 ９日   松井君１２日 布施君２４日 

今村君２４日 西村君２４日 茂山君２８日 

小林君３０日 

 

幹 事 報 告  

■京都嵯峨野ロータリークラブ創立 25 周年記念例会・祝宴 

3/10（土）ANA クラウンプラザホテル京都に於いて開

催され、小森会長、中塚幹事が出席されます。ごくろ

うさまです。 

 

■2017 学年度米山奨学生 終了式・歓送会 

3/10 (土)メルパルク京都に於いて開催され、 

井川米山委員長、金海元さんが出席されます。 

ごくろうさまです。 

３/７ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員スピーチ「京料理をなぞる」  松井明太氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H クラブ・デー「青少年部門 第 6 回クラブ・フォーラム」 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「未定」 米山奨学生（京都北東 RC） ﾊﾟｿﾞｽ ﾏｶﾞﾘﾆｮｽ ｶﾙﾒﾝさん 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「創立 25 周年記念例会最終説明会」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「25 周年記念事業報告」  25 周年事業実行委員会 

３/８ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「人生 100 年」  上西阿沙氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「第四次産業革命による産業と社会の変化」 （株）ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞタワー 代表取締役会長兼社長 藤原 洋氏 

 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 「継続治療の重要性②」  会員 古原英男氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「先人に学ぶ 京都の防災について」  右京消防署長 山田俊哉氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「創立 20 周年準備例会」  担当委員会 20 周年実行委員会 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「薪炭革命-木と火のある暮らし-」 ㈱Hibana 京都ﾍﾟﾚｯﾄ町家ﾋﾉｺ 代表取締役 松田直子氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「天王山勤皇一七烈士」  元大山崎町役場 経済環境課長 林 亨氏 

３/９ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ﾈﾊﾟｰﾙの水資源とわたしの関わり」 京都大学大学院ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ地域研究研究科教授 藤倉達郎氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 創生期メンバースピーチ 会員 土田行夫氏、柳本正雄氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「琵琶湖疏水通船 約 70 年ぶりに復活！」 京都市上下水道局総務部経営企画課事業推進係長 阪倉 渉氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「ｻﾑﾗｲ観光大使」  ジョー岡田氏 

３/１２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私の職業と歓び」  会員 西村尹男氏、西村義行氏、小野昭氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H   エイトエフェクト 道田 淳氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「討伐され祀られる鬼たち」  会員 八木 透氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回 3/19 開催予定 

３/１３ 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 「日本の森林を守れ！未来のこどもたちのために！」  一般財団法人日本熊森協会 副会長 室谷悠子氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 例会場、曜日臨時変更 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

④身施（しんせ）は、身をもって施しをするこ

と。お寺の掃除や地域の清掃奉仕。自治会や学

校・会社でのお役に奉仕することなど、身を以っ

て奉仕することです。被災地に入ってお手伝いす

ることや病気の方のお手伝いなど、出来ることは

沢山あります。 

⑤心施（しんせ）は、心の底から人を思いやる

慈悲心を施すこと。ついつい家族には忘れがちか

もしれませんね。今自分が存在出来るのは、周囲

の方々のお蔭なのです。感謝すると共に慈悲の

心、観音様の心で接してみてください。 

⑥牀座施（しょうざせ）は、先輩やお年寄りに

自分の席を譲ること。電車やバスに乗っていて、

お年寄りに席を譲るという行為が、即布施の修行

なのです。 

この様に修行とは特別に難しいことではあり

ません。これらは、財産を持たない方でも、心掛

け次第で老若男女を問わず、誰でも出来るお布施

であり、ロータリアンとしても常々気に掛けたい

ことだと思っております。 

 

 



 

■国際ロータリー第 2650 地区より  

2020-21年度ガバナーの決定通知 

RI細則 14.020.6に基づき、2018年 2月 5日付にて

地区公示を行いましたところ、公示期限の 2018年 2

月 19日までに地区内いずれのクラブ様からも対抗候

補者の届出がありませんでした。つきましては、地区

ガバナー指名委員会が推薦した候補者福井フェニッ

クスロータリークラブ会員松原六郎（まつばらろくろう）

君を RI細則 14.020.10により当地区 2020－21年度

ガバナーに決定したことを宣言致します。 

 

同 好 会 情 報  

＊野球同好会 

ガバナー杯予選 ３月１０日（土）午後１時３０分開始予定 

対戦相手） 京都洛中ＲＣと福井ＲＣの勝者 

場所）滋賀県皇子山運動公園 

お時間ありましたら応援お待ちしております！ 

（メーキャップカード出ます） 

＊軽音楽同好会 練習 3/6（火）、3/13（火）、3/20

（火）、3/30（金）ともに20：30～「スタジオ246」 

＊ロータリーほろにが会 

3/13（火）18：00～「ウェスティン都ホテル京都」 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜2/27＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 104,000 円 累計 1,880,000 円 

 達成率 49.4％ 

クラブ・フォーラム「京都ローターアクトクラブについて」

担当小森会長、中塚幹事、本日はごくろうさまです。 

 竹之内君 

平野さん、福留さん、郡さん、完走おめでとうございま

す！ 

 川中君、中村（翠）君、今村君、小山君、中塚君 

 吉田（武）君、柴田君、橋本君、清水君、村田君 

 君 

 布施君、山田君、深海君、寄本君、内藤君 

平野会員、福留会員、郡会員、完走おめでとうござい

ます。特に郡会員、五輪にも負けない感動をありがと

う。 中村（弘）君 

郡さん、見事完走、恐れ入りました！ 岡武君 

郡さん、完走おめでとうございます！ 小森君、安倍君 

京都マラソン完走自祝。 郡君 

サッカー新人戦、優勝しました。 奥田君 

 

ロータリー財団 計 0 円 累計 958,000 円 

  達成率 63.8％ 

 

米山記念奨学会 計 15,000 円 累計 559,000 円 

 達成率 37.3％ 

京都マラソン 2018 参加して頂きありがとうございまし

た。 中川君 

山科区民栄誉賞表彰式有難うございました。木村（安）

会員、薮下会員 川中君 

 

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 0 円 累計 5,000円 

 

 

 
2/27（火） 例会 

 



 

 

 

 

 

クラブ・フォーラム（京都東山ローターアクトクラブ） 

 

 

 


