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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 64（19）名 出席者 47（17）名 ビジター 2名 

出席率  75.8％ ゲスト 0名 
第 2428出席率 85.3％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

＊７月 10日（火）は休会です。 

次週の例会 7月 17日（火） 
「就任挨拶②」 

ロータリー情報 稲本 初弥君 

奉仕プロジェクト 今村 晋平君 

会員増強 村田 好謙君 

（ライトランチ） 

 

本日の例会  

開会点鐘 〔１２：３０〕 
国歌斉唱・ロータリーソング♪奉仕の理想 
会長挨拶  
来客紹介 
寄付発表 
幹事報告 3クラブ幹事 

「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 
会長謝辞  
閉会点鐘 〔１３：３０〕 
本日の会合 7月 6日（金） 
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」 
 

「中川ガバナーをお迎えして」 

 

元ガバナー補佐 中村翠嵐  

 

 本日は新年度早々に公式訪問にお越し下

さり有難うございます。御苦労様でございま

す。 

 今回私どもの京都東山ロータリークラブ

では、初めて親クラブの京都東クラブと子ク

ラブであります京都洛東クラブとの三クラ

ブ合同公式訪問となります。クラブ創立 51

周年目にして初めての経験となります。近年

合同公式訪問が増えているとは聞いており

ますが、そもそもガバナー公式訪問とは如何

な行事なのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       （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 6 日 第 2433 回例会 Weekly Bulletin №51-44-2 

この第 2650 地区はクラブ数が多く公式

訪問が大変だとも聞いております。しかし

ガバナーは地区にとっては唯一のＲ.Ｉ.の

役員をされている方でございますので私達

にとりましては年に一度ガバナーをお迎え

してＲ.Ｉ.の方針に基づいたガバナーのお

話を聞かせて頂き、協議会では直接質問に

もお答えを頂き御指導頂く良き機会と捉え

ておりました。なぜ合同でよいのか私には

よくわかりません。ガバナー公式訪問歓迎

の文書を依頼されながら、冒頭に苦言のよ

うな事を書いてしまい申し訳ありません。    

最近Ｒ.Ｉ.では各クラブの自主性を尊 

重するとの方針のもとに、従来日本の 

  



 

 

ロータリアンが持っていたロータリー感

（古い会員が多い）が崩れて行くように思

えてならないのです。ロータリークラブは

奉仕団体なんでしょうか？例会は会員にと

ってどのような意味を持つ集まりなんでし

ょうか？日本では金看板であり他の団体と

の違いでもありました職業奉仕の位置付け

をＲ.Ｉ.はどのように考えているのでしょ

うか？考えれば考えるほど、古い会員のロ

ータリー感はＲ.Ｉ.に対して？？？の連続

になってしまいます。 

 この様な状況の中に時を得たガバナース

ローガンが中川基成ガバナーによって発せ

られたと思いました。ガバナーはロータリ

ーを学び、実践し発信しようとおっしゃっ

ておられます。ロータリーを学ぶ場として

捉えられ又、ロータリーは学ばんとする

様々な職業分野のリーダーの集まりである

と規定され、学びたることを実践に移し、

職業を通じてリーダーシップを発揮して周

囲の人達のために何が出来るかを考えられ

る仲間を増やそうと考えておられることに

共感と共鳴を送りたいと思います。ご指導

よろしくお願い致します。まだ公式訪問は

始まったばかりですがくれぐれもお体大切

に乗り切って下さい。 

 

 

幹 事 報 告  

■本日はガバナー公式訪問   

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開催い

たします。東 RC、洛東 RCの皆様ととともにご指導いた

だきたいと思います。 

 

■夏の家族例会ご案内 

先週、8/5（日）に開催する「夏の家族例会」のご案内

をお配り致しました。多数の皆様のご参加をお待ちし

ております。お申し込みは 7月 24日（火）＜厳守＞

までに親睦活動委員会または事務局までお願い致

します。 

－納涼家族例会－ 

日 時 2018年 8月 5日（日） 

集 合 8時 30分（ウェスティン都ホテル西館玄関前） 

目的地 伊賀の里 モクモク手づくりファーム 

三重県伊賀市西湯船３６０９ 

TEL：0595-43-1489 

 

■ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）  

第 2650 地区 RLI ﾊﾟｰﾄⅠ研修会 

7/8(日)「京都文教学園」に於いて開催され、小坂会長

エレクト、安澤国際奉仕副委員長が出席されます。ごく

ろうさまです 

 

■インターアクト夏期研修 結団式並びに事前研修会 

7/15(日)「京都市国際交流会館」に於いて開催され、 

清水 IAC 委員長がが出席されます。ごくろうさまです。 

 

７/１１ 京 都 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 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H クラブ・デー「第 1 回クラブ・アッセンブリー」 

 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 「バチカン教皇庁表敬訪問を終えて」  会長 藤田浩哉氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー「就任挨拶」 会長エレクト、幹事、SAA 

７/１２ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙ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 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「京都府の地域創生」  京都府制作企画部 戦略企画課長 宇佐美智康氏 

 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 例会臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「就任の挨拶」  各担当委員長 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 第 2 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★ 「各委員会活動予定」  各委員会委員長 
 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」  クラブ管理運営委員長、奉仕プロジェクト委員長 

７/１３ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「新年度にあたって」  会長、副会長、幹事、会計、SAA 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 理事・役員就任挨拶  2018－19 年度理事・役員 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「就任挨拶」  2018-19 年度 理事・役員 

 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「第１回クラブ協議会・3 クラブ合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問にむけて」 

７/１６ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 祝日休会 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 祝日休会 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 7/23（月）例会開催 

７/１７ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 新入会員スピーチ「私のホテル遍歴」  櫻井幹員氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「就任挨拶」  各担当理事 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 休会  ＊ビジター受付はございません 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

■職業奉仕担当者研修会 

7/15(日)「メルパルク京都」に於いて開催され、上村職

業奉仕委員長が出席されます。 

ごくろうさまです。 

 

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）18：00～  

於：晴鴨樓 会費8,000円 

＊ロータリーほろにが会 

7/10（火）18：00～「レストラン菊水」 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜7/3＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 91,000 円 累計 91,000 円 

 達成率 4.6％ 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 28,000 円 累計 28,000 円 

 達成率 2.8％ 

お祝。                京都洛北ロータリークラブ 

会 長 安保 嘉博様、幹 事 渡邉 倫久様 

新年度を祝して。新年度理事・役員の皆様、一年間

よろしくお願い致します。  

 小山君、今村君、佐貫君 

 小坂君、中村（弘）君、木村（安）君、本田君 

 名筋君、小森君、関根君、安澤君、中塚君 

 清水君、岸君、布施君 

坂田、平野年度の始まりを祝して。頑張って下さい。 

 小林君、鈴木君、村田君、村岡君 

  

吉田会員、名誉会員おめでとうございます。 小林君 

クラブニコニコの発足、お目度とう御座居ます。これが

成功する事を願って。 稲本君 

誕生日自祝。満 90歳。 大藤君 

夫人誕生日自祝。 松井君、吉田（武）君 

出席 100%自祝。 深海君 

木村（安）様、ありがとうございました。 関根君 

一年間宜しくお願い致します。 坂田君、小山君 

一年間よろしく。 奥田君 

良いことがありまして。 平野君 

坂田会長、村岡さん、先日は有難うございました。 

 谷川君 

クラブ管理、一年間宜しくお願いします。 福留君 

本日、初ニコニコです。よろしくお願いします。 柴田君 

小森さん、ありがとう。 平野君 

岡武君、お世話になりました。 郡君 

先輩方、先日はカラオケ勝たせて頂きまして、ありが

とうございました。 安倍君 

 

ロータリー財団 計 60,000 円 累計 60,000 円 

  達成率 4.3％ 

一助に。 佐貫君 

一年間宜しくお願い致します。 坂田君 

楽しい一年となりますように。 平野君 

坂田会長、平野幹事、一年間宜しくお願いします。 

 小森君 

ロータリー財団委員会です。本年度の目標 140 万円

です。皆様のご協力宜しくお願い致します。 布施君 

新年度、頑張りマス!!今日はねむいですが… 山田君 

 

米山記念奨学会 計 70,000 円 累計 70,000 円 

 達成率 5％ 

一助に。 佐貫君、井上（武）君、中西君 

執行部の皆様、本年よろしくお願いします。 

 中村（翠）君 

一年間宜しくお願い致します。 坂田君、平野君 

ロータリー財団、本年度目標 140 万円です。皆様の

ご協力宜しくお願い致します。 布施君 

 

希望の風奨学金 計 10,000 円 累計 10,000 円 

 達成率 2.5％ 

一助に。 小山君 

ロータリー財団宜しくお願い致します。 布施君 

 

 

 

 



 

 

  
7/3（火） 初例会 

 

 

 

一年間、よろしくお願い致します。・ 

 

 

 


