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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 35（10）名 ビジター 0名 

出席率  63.6％ ゲスト 0名 
第 2429出席率 90.16％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

＊７月 31日（火）は休会です。 

次週の例会 7月 24日（火） 於：東館２Ｆ「山城の間」 
クラブ・デー 
「就任挨拶③」 
 親睦活動・出席委員長 岡武 和暁君 
 Ｓ.Ａ.Ａ. 村岡 正浩君 
 青少年奉仕委員長 竹之内 米貴君 
 
 

 

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♪我らの生業 

会長挨拶  

来客紹介 

「就任挨拶②」 

   ロータリー情報委員長 稲本 初弥君 

  奉仕プロジェクト委員長 今村 晋平君 

会員増強委員長 村田 好謙君 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

 

「就任ご挨拶」 

 

 

副会長 奥田 歓信 

 

 

 会長の控えとなる副会長に就かせて頂き

恐縮しております。未だにクラブ運営の事に

ついて熟知しておりませんが、努力していく

覚悟でおりますので是非皆様のご協力をお

願いいたします。 

 就任挨拶ではありませんが、自分を磨くた

めに常に心掛けている基本的なことを述べ

させて頂きます。 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

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  
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「履物を揃える」…心まで整ってきます 

「挨拶を交わす」…コミュニケーション上手

になります 

「ゴミを拾える」…清浄な気持ちになれます 

「ものを大切に扱う」…やさしく温和な性

格になれます 

「誠実な態度」…多くの友人ができます 

「読書の習慣」…世界中どこでも行けて何百

年昔にも行くこともできる 

 

以上６項目のできる人になれるように現

在進行形であります。 

感謝 



 

 

幹 事 報 告  

■京都北東 RC創立 30周年記念例会・祝宴 

7/21（土）「グランドプリンスホテル京都」に於いて開

催され、坂田会長、平野幹事が出席されます。ごくろ

うさまです。 

 

■第１回青少年奉仕担当者会議 

7/21（土）「京都商工会議所」に於いて開催され、竹

之内青少年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 

8/7（火）18：00～「レストラン菊水」 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜7/6＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 37,000円 累計 108,000円 

 達成率 5.4％ 

公式訪問自祝。 ガバナー 中川 基成様 

公式訪問自祝。 ガバナー補佐 山口 義治様 

公式訪問自祝。 幹事長 岩井 常二様 

坂田会長、ごちそうさまでした。 村岡君、寄本君 

小森先生、お誕生日当日！おめでとうございます！ 

 安澤君、安倍君、茂山君、渡邊（恭）君 

誕生日自祝。 小森君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 30,000 円 累計 58,000円 

 達成率 5.8％ 

中川ガバナーをお迎えして。 

 小山君、今村君、谷川君、中村（弘）君、松井君 

 名筋君、小坂君、木村君、坂田君、平野君、中塚君 

 布施君、安倍君 

中塚さん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。

 村岡君、寄本君 

 

ロータリー財団 計 90,000 円 累計 165,000円 

  達成率 11.7％ 

坂田、平野年度の始まりを祝して、頑張ってください。 

 川中君、中塚君 

一助に。 井上（武）君、安澤君、中西君 

 安倍君、渡邊（恭）君 

ガバナー公式訪問、ごくろうさまです。 福留君 

中川ガバナーをお迎えして。 中川君 

ロータリー財団協力会より。 松井君 

 

ベネファクター基金積立 計 10,000 円 累計 10,000円 

中川ガバナーをお迎えして。ありがとうございます。 

 坂田君 

 

米山記念奨学会 計 10,000円 累計 80,000円 

 達成率 5.7％ 

坂田会長、ごちそうさまでした。 小森君 

 

希望の風奨学金 計 0円 累計 10,000円 

 達成率 2.5％ 

 

７/１８ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「今年度の活動方針」  各担当委員長 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 休会  ＊ビジター受付はございません 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「創立 30 周年記念例会・祝宴」の為、例会変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 合同ガバナー公式訪問「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 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「短期と長期の交換留学について」  会員 藤田祝子氏 

７/１９ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「就任挨拶」  各担当理事 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会日変更  ＊ビジター受付はございません 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「狂言のかお」  能楽師大蔵流狂言方 茂山忠三郎家五世当主 茂山忠三郎氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「就任挨拶」  副会長、幹事、クラブ奉仕委員長、職業奉仕委員長 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 例会日時臨時変更  ＊ビジター受付はございません  各担当委員長 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「働く世代のがんと就労」  医療法人同仁会（社団）同仁会本部 業務推進室 係長 NPO 法人京都ワーキング・サバイバー 理事長 京都府がん患者団体等連絡協議会 副会長 前田留理氏 
 京 都 さ く ら 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 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度活動方針」  各担当奉仕委員長 

７/２０ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「家族と歌と福島と」  福島県出身のシンガーソングライター Yammy さん 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 例会臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 例会臨時変更 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 3 クラブ合同ガバナー公式訪問「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 

７/２３ 京 都 西 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 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会日変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京焼の歴史と次世代への伝承」 文齋窯 六代目 当主 京都 RC 会員 小川文齋氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「役員 所信表明」 役員一同 

７/２４ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 社会奉仕ﾌｫｰﾗﾑ すもう大会準備 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 未定  同志社大学 法学部教授 阿川尚之氏 

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

7/6（金） 

ガバナー公式訪問 

（東、洛東、東山合同） 

 



 

 

7/6（金） ガバナー公式訪問 

合同（東 RC、洛東 RC、東山 RC） 

於：ウェスティン都ホテル京都 



 

 

 


