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２０１８－１９年度 

国際ロータリー会長 

バリー・ラシン  

第 2650 地区ガバナー 

中川 基成 

会長(理事・役員) ··· 坂田  均 
会長エレクト  · 小坂 文夫 

 ····· 小森 直之 
副会長(理事・役員) · 奥田 歓信 
幹事(理事) ·········· 平野 俊雄 
クラブ管理(理事) ···· 福留 幸一 

(理事) ··· 今村 晋平 
広報(理事) ·········· 中西 敏之 
 
 

副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷川 博造 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 寄本 猛 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 深海 季生 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 内藤 葉子 
副会計 ···· ・・・・中塚  浩 

会員増強(理事) ······ 村田 好謙 
ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 布施 栄一 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事) ···· 稲本 初弥 

 ・・・・・岡武 和暁
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ····· 村岡 正浩 
無任所(理事) ········ 吉田 武雄 
無任所(理事) ········ 関根 淳子 
社会奉仕(理事) ······ 松下 明史 
 

国際奉仕 本田 修造 
職業奉仕 上村 承生 

竹之内米貴
会 計(役員) ··· 中村 吉晴 
副幹事 ········· 安倍 秀風 
副幹事 ·········· 茂山忠三郎 
副幹事 ·········· 井上 正博 
副幹事 ·········· 渡邊 恭章 

 

前回例会報告 
会員数 69（21）名 出席者 46（16）名 ビジター 3名 

出席率  72％ ゲスト 0名 
第 2427出席率 81.97％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 
   ＊７月 10日（火）は休会です。 
 

次週の例会 7月 6日（金） 

 

 於：東館 2Ｆ「山城の間」 

「ガバナー公式訪問所感

  R.I.第 2650地区ガバナー 中川 基成様 

理事・役員懇談会、パスト会長名刺挨拶 

地区委員懇談会  例会後～東館 4F「稔の間」 

本日の例会 初例会 
開会点鐘 
君が代斉唱 
ロータリーソング♪ 奉仕の理想 
祝舞「川中島」（安倍 秀風君） 
会長就任挨拶 
記念品贈呈 
来客紹介 
幹事報告 
「就任挨拶①」  
 副会長 奥田 歓信君 
 幹事 平野 俊雄君 
 クラブ管理運営委員会委員長 福留 幸一君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
本日の会合 7月 3日（火） 
第 1回定例理事・役員会  18：00～「田ごと」 
 

「会長就任のご挨拶」 

 

会長 坂田 均 

 

2018-2019 年度 会長に就任いたしました

坂田 均です。1年間よろしくお願いいたしま

す。 

さて、本年度は、国際ロータリーのバリ

ー・ラシン会長のテーマが「インスピレーシ

ョンになろう」、2650 地区の中川基成ガバナ

ーのテーマが「ロータリーを学び、実践し、

発信しよう；Enjoy Rotary」です。いずれも、

地域社会や国際社会で生じている変化に対

応して、ロータリーのことをよく学び、良き

リーダーシップを発揮して行くことの重要

さを指摘しています。 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （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 ロータリーを学び、実践し、発信しよう 

会長テーマ「ロータリーの価値を探そう」 

ROTARY CLUB OF KYOTO-HIGASHIYAMA, DISTRICT 2650 CHARTERED April 13, 1968  
 

    2018 年 7 月 3 日 第 2432 回例会 Weekly Bulletin №51-44-1 

両テーマを受けて、今年度の私の会長テー

マは、「ロータリーの価値を探そう」とさせ

ていただきます。 

現在、社会が大きな変革期にあるだけで

なく、ロータリーの存在意義についても見

直す時期が来ています。そのような時期に

もう一度、「ロータリーとは何か。ロータリ

ーはどうあるべきか。」を考えてみることは

意味のあることだと思います。「職業奉仕」

のあり方についても、昨今色々な議論が交

わされていますが、50年間、わがクラブが

職業奉仕をどのようにとらえてきて、今後、

将来に向けてどのように固めていくのかを

考えなければなりません。大変重要なこと

だと思います。 

 

 

 



 

 

今年度の具体的な活動としては、①子供

の貧困を考える、②クラブ運営に使える「ク

ラブニコニコ」を創設する、③夜間例会を

年 4 回実施して楽しい例会になるよう試み

る、④同好会をたくさん作って皆様に加入

していただき会員同士の交流の場を増やす、

⑤出席義務の重要性について認識していた

だく、⑥長年在籍していただいている会員

を大事にする政策を実施する、⑦地震災害

が予想される時期でもありますので災害用

のかまどベンチを寄付する等、を考えてお

ります。 

会員増強に関しては、担当理事を 3 名と

させていただき、色々な取り組みをさせて

いただきたいと思います。その一つは、ク

ラブ会員全員を 10グループ程度に分け、グ

ループごとに増強に関する目標及び方法を

検討していただき、また、成果を競ってい

ただき、その成果を 4 半期ごとにクラブに

報告していただくようにいたします。 

少しプライドが持てて、皆に会いたくな

るような、そのようなロータリークラブに

したいものです。私自身は微力ですが、皆

様のお力を借りて、是非とも良いクラブに

していきたいと考えております。1年間よろ

しくお願いいたします。 

 

 

幹 事 報 告  

■表敬訪問 

新年度にあたり、表敬訪問にお越し頂いております。 

京都洛北ロータリークラブより、 

会 長 安保 嘉博様、幹 事 渡邉 倫久様 

 

■新年度 東山手帳、週報ファイル配布 

受付にて東山手帳２冊と、週報用ファイルをお配りし

ております。一年間ご活用下さい。 

 

■ポスト移動 

新年度から、ポストの位置が移動しております。名札

等お取り間違いのなきようご注意ください。 

 

■インターシティミーティング登録のお願い 

「引き出そう ロータリーの可能性」 

-学び 実践して 結果を出そう- 

  日 時 8月 25日（土） 開会 13：30～ 

  場 所 京都ホテルオークラ 

  登録料 3,000円   

登録料を添えて、親睦活動・出席委員会へ7/24（火）

までにお申し込み下さい。多数のご登録をお願い致

します。 

 

■第１期会費振込用紙配布 

本日、第１期分の年会費ご請求明細書をお配りして

おります。次週７/17（火）の例会前に納入受付を設け

ます。よろしくお願い致します。 

 

 

７/４ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「明察功過」  会長 藤井久嗣氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 「就任の挨拶」  理事・役員 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「就任挨拶」  理事・役員 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「会長就任の挨拶」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「就任挨拶」  会長、副会長 

７/５ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「就任挨拶」  会長・幹事・会計・ＳＡＡ・各担当理事 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「新年度を迎えて」  会長、副会長、幹事、理事・役員 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「就任挨拶」 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「就任挨拶」  会長、副会長、会長エレクト、幹事 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「就任の挨拶」 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 第 1 回クラブ協議会「理事・役員 就任挨拶」 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「就任挨拶」  会長、副会長、幹事 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度活動方針」  会長 松本恒司氏、幹事 平田喜洋氏 

 ７/６ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ガバナー公式訪問所感」  R.I.第 2650 地区ガバナー中川基成氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 会長、幹事就任挨拶  会長、人見康裕氏、幹事 永井 剛氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「就任挨拶」 2018-19 年度会長、幹事 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「就任挨拶」  会長、副会長、幹事、会計、SAA 

７/９ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「関西 SDGｓ貢献チャレンジ」 経済産業省 近畿経済産業局 通商部 国際化調整企画官 内海美保氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「就任挨拶Ⅱ」  副会長、理事 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「新年度を迎えてⅡ」  会長エレクト 蜂屋光裕氏、副会長 八木 透氏、理事各位 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回例会 7/23（月） 

７/１０ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 新入会員スピーチ「未定」  浅岡秀哉氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ガバナー公式訪問所感」  R.I.第 2650 地区ガバナー中川基成氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「理事・役員 就任挨拶」  各担当理事 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

■ガバナー公式訪問   

7/6（金）Ｒ.Ｉ.第2650地区ガバナー中川基成ガバナー、

山口義治ガバナー補佐、岩井常二幹事長をお迎えし、 

東 RC、洛東 RC と合同にて開催致します。会員全員

でお迎えし、ご指導いただきたいと思います。 

 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同 好 会 情 報  

＊軽音楽同好会 

7/31（火）20：30～「ｽﾀｼﾞｵ246」 

＊納涼そば会 

7/21（土）18：30～  

於：晴鴨樓 会費8,000円 

 

 

 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜6/19＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 45,000 円 累計 2,806,000円 

 達成率 73.8％ 

お世話になります。 

 園部ロータリークラブ 山田様、西村様 

小森会長、会員の皆様、一年間お世話になりました。 

お陰様で無事 30周年を終える事が出来ます。感謝 

 京都洛東ロータリークラブ 大野木伸幸様 

理事・役員の皆様、一年間ご苦労様でした。 

 鈴木君、小山君、川中君 

小森会長、中塚幹事、50 周年の大変な一年お疲れ

様でした。 

 今村君、木村（安）君、谷川君 

 柴田君、小坂君、松井君、中村（弘）君 

 村岡君、清水君、福留君、布施君 

インターアクト役員のみなさん、ありがとうございました。

 小森君 

皆様、一年間大変お世話になりました！ 中塚君 

28年連続 100％出席自祝。 松井君 

50 周年記念事業、お疲れ様でした。ご丁重なご配慮

ありがとうございました。 事務局 加藤、大槻 

 

ロータリー財団 計 40,000 円 累計 1,333,000円 

  達成率 88.8％ 

京都木やオープン自祝。 本田君 

岡武さん、山田さん、IAC 会長・幹事会、準備おつか

れさまでした。 郡君 

一年間、本当にありがとうございました。 

 小森君 

小森会長、中塚幹事、一年間お疲れ様でした。 

 村岡君 

小森会長、中塚幹事、楽しい一年ありがとうございま

した！ 吉田（武）君 

 

米山記念奨学会 計 40,000円 累計 938,000円 

 達成率 62.5％ 

小森会長、いいものをありがとうございます！ 福留君 

京都木やオープン自祝。 本田君 

小森会長、中塚幹事、一年間お疲れ様でした。 

 村岡君 

小森会長、中塚幹事、楽しい一年をありがとうござい

ました！ 吉田（武）君 

長年に亘り、大変ご厚情を賜り感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 小野君 

 

◆ ＩＡＣ会長平尾玲弥君からの 

お礼のメッセージ 

京都東山ロータリークラブの皆様 

先日はありがとうございました。２６５０地区ＩＡＣ

次年度会長・幹事研修会も無事終えることができ

ました。講演者の税所篤快さんの話もとても面白

く将来あのような活動に携われたらなと思いまし

た。 

去年の 6月に就任してから沢山の事がありまし

た。大変なこともありましたが今はやって良かった

と思っています。岡武さんや山田さん、ロータリー

クラブの皆様にもあらゆる面でご支援頂き感謝し

ています。 

私自身、この 1年間インターアクトのおかげで

大きく成長することができました。高校時代にこ

のような経験をする事ができたことは東山一同生

涯の宝になると思っています。今後もなんらかの

形でインターアクト活動や奉仕活動に関わって

いきたいと思っています。よろしくお願いします。

1年間お世話になりました！ 

 

 

 



 

 

希望の風奨学金 計 0円 累計 248,000円 

 達成率 62％ 

 

トンガポリオミッション 計 0 円 累計 5,000円 

 

会 員 だ よ り  

＊吉田 良武会員 

7月 1日付けにて、名誉会員となられます。 

＊今井 武男会員、小野 富造会員 

植野 清富会員、横井 康治会員  

一身上のご都合により、６月末をもって退会されま 

した。長年の在籍中には大変ご活躍された皆様です。

誠に残念です。 

 

前年度（２０１７～１８）寄付累計 

ニコニコ箱 2,806,000円 

ロータリー財団 1,333,000円 

米山記念奨学会 938,000円 

ﾛ—ﾀﾘ—希望の風奨学金 248,000円 

ご協力ありがとうございました 

6/19（火） 最終例会 

 



 

 

 


