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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 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

名誉会員 吉田 良武 

 

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 63（19）名 出席者 44（13）名 ビジター 1名 

出席率  77.2％ ゲスト 0名 
第 2433出席率 78.18 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 9月 4日（火）  於：東館 2Ｆ「山城の間」 
クラブ・デー 
前年度決算報告 

  
次週の会合  
第３回定例理事・役員会  例会後～「白川の間」 
 

 
-会員増強 拡大月間- 

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♪4つのテスト 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
インターアクトクラブ夏期研修報告  

東山中学・高等学校 IAC 顧問 島田悠太様 

石見裕太様、田中孝輝様、三嶋慶斗様 

（ライトランチ） 
閉会点鐘                       〔１３：３０〕 〔１３：３０〕 
 

 

 

ニコニコ箱委員長 

柴田 義典 

 

今年度ニコニコ箱委員長を仰せつかりま

した柴田です。会員の皆様は既にご承知の事

とは存じますが、今年度から新しく『クラブ

ニコニコ箱』が設置されるようになりまし

た。 

残念な事に年々会員減少が課題となり運

営資金難となっている中、従来通りの奉仕活

動を続けていく為に、奉仕活動の基礎となる

『ニコニコ箱』の設置と、クラブの活動を支

える為の『クラブニコニコ箱』の二つのニコ

ニコ箱を設置する事になりました。 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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これは今までのロータリーの歴史を振り

返った中で一度もありませんでした。この

『クラブニコニコ箱』設置という新しい試

みがロータリー活動をさらに活発なものに

出来るようになり、会員相互の親睦をさら

に深める事で、それがロータリーの価値を

見つけ、「これぞ東山ロータリークラブだ」

と伝える活動になればと願っております。 

つきましては、今まで以上にニコニコ箱

に対する会員の皆様のご理解ご協力を戴

き、これからの京都東山ロータリークラブ

の益々の発展の礎となりますよう、宜しく

お願い致します。 



 

 

幹 事 報 告  

■ＩＭご出席お礼 

8/25（土）開催されたＩＭ第３組にご出席の皆様、お

つかれさまでした。 

 

■お知らせ 

次週 9/４（火）の例会終了後に「前年度決算報告」の

クラブアッセンブリーを開催いたします。よろしくお願

い致します。 

 

■選挙管理委員決定 

8/21（火）指名委員選挙の選挙管理委員会メンバー

が決まりました。中村（弘）委員長、井川、上村、岡武、

山田各委員です。よろしくお願い致します。 

 

■RLI ﾊﾟｰﾄⅡ研修会 

9/2(日)「京都文教学園」に於いて開催され、小坂会長ｴﾚ

ｸﾄが参加されます。ごくろうさまです。 

 

■第 2650 地区ガバナー事務所より 

西日本豪雨災害・復興支援 義捐金募集について 

2018-19 年度「地区災害対策基金特別委員会」をこ

の度の災害発生に対応し 7月 23日に開催致しました

結果、全会一致で下記の支援をすることに決定致し

ました。支援原資は緊急のため特別会計「災害対策

基金」を活用させて頂きますが、全地区のクラブ様よ

り義捐金を募集致します。 

１） 復興支援先  

国際ロータリー第 2670地区 （愛媛県他）・第 2690地

区（岡山県他）・第 2710地区（広島県他） ・京都府  

 

２） 支援金  

支援総額 １８００万円 （地区毎の支援金額は別紙ご

参照）  

上記内容を、8/21（火）の理事会にて審議、承認を

頂きましたので、寄付分担金より、20 万円を送金させ

て頂きます。宜しくお願い致します。 

 

同 好 会 情 報  

＊野球同好会 

８月２６日（日） 練習試合 ＶＳ伏見ＲＣ ８ｘ－７ 勝利 

９月１７日（祝）全国ロータリークラブ野球大会 

１６：０５～１７：２０ ＶＳ甲子園ＲＣ 

甲子園球場 出場選手以外の方も、無料で自由に球

場に入れます。興味のある方は、入場許可証をお渡し

しますので、村岡までお申し付け下さい。 

＊ゴルフ同好会  

コンペ予定 

第1回  9月9日（日）日清都CC WP上限なし（取り切

り戦全参加者対象） 

24RCチャリティーゴルフ大会 10月6日（土）琵琶湖CC 

第2回  3月6日（水）片山津CC 金沢南RC50周年記

念コンペ （金沢南RC合同） 

第3回  4月21日（日）比良GC （洛東RC合同） 

第4回  6月15日（土）竜王CC チーム戦予定 

＊軽音楽同好会 

8/28（火）20：30～「ｽﾀｼﾞｵ246」 

＊ロータリーほろにが会 

9/11（火）18：00～「レストラン菊水」 

 

 

８/２９ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 例会変更  ＊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 夜間例会  ＊ビジター受付はございません 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「青少年奉仕事業 秋の実りの収穫祭」  奉仕プロジェクト委員会 

 会員 長谷川善樹様 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「茶室建築について」  株式会社山中工務店 稲井田将行様 

８/３０ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 新会員スピーチ 会員 田中久喜様、池田正治様、黒田芳秀様 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 創立 61 周年記念例会「創立記念例会に因んで」  会員 池田佳隆様、五十川繁様、小野内悦二郎様 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「未定」  地区会員増強・拡大委員会 副委員長 長浜ＲＣ会員 馬場鋭州様 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 夜間例会  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 京都西南 RC と合同→28 日（火） 「ガバナー公式訪問所感」 RI 第 2650 地区ガバナー中川基成様 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 休会  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「地ビールの魅力～ビールは人を笑顔にする飲み物～」 ウッドミルブルワリー京都・辻本大和様 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「ロータリーの青少年保護とは」  青少年奉仕委員長 依田純三様 

８/３１ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 例会時間・場所臨時変更  ＊ビジター受付はございません 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「明治１５０年「日本の伝統」を改めて考える」  京都女子大学准教授 前﨑信也氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 京都西北 RC との合同例会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「感性シリーズ②受け継がれている花街の美意識」 青龍社「ぎをん」野口昌則様 

９/３ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「故野中健二会員を偲んで」会員 森義治様、「故髙田忠雄会員を偲んで」会員 藤井孝二様 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「クラブフォーラム」（社会奉仕部門） 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 京都モーニング RC と合同「ガバナー公式訪問所感」RI 第 2650地区ガバナー中川基成様 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「お茶の可能性」  株式会社孫右ヱ門 代表太田博文様 

９/４ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H ※9/4～10/2 の例会は京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙにておこないます。夜間例会   ＊ビジター受付はございません 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「おいしさの要因」  懐石 近又 七代目店主 鵜飼治二氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 未定  ポルトガルギター奏者 上川保様 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜8/21＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 75,000 円 累計 238,000 円 

 達成率 11.9％ 

会員増強クラブ・フォーラム、担当会員増強委員長村

田会員、本日はごくろうさまです。 

 稲本君、今村君、小山君、小森君 

 名筋君、上村君、布施君、山田君 

坂田さん、中塚さん、小森さん、有難うございました。 

 村岡君 

坂田会長、いいものありがとうございました。 橋本君 

久し振りです。 柴田君 

誕生日自祝。 鈴木君、今村君、村田君 

 福留君、茂山君 

夫人誕生日自祝。 中川君、寄本君 

夫人誕生日自祝。（月遅れ）  吉田（武）君 

連続 12年出席自祝。 福留君 

3年連続出席自祝。 寄本君 

2年連続出席自祝。 茂山君、安倍君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 8,000 円 累計 122,000 円 

 達成率 12.2％ 

いつまでも暑いですね。 小山君 

坂田会長、お心遣いありがとうございます。 

 竹之内君 

 納涼家族例会へご参加頂き、ありがとうございました。 

 岡武君 

ＩＭ第 3組にご出席の皆様、ありがとうございます。 

 平野君 

 

ロータリー財団 計 40,000 円 累計 265,000 円 

  達成率 18.9％ 

やっと暑さも一息ついたら、次は台風です。 

気をゆるめず、頑張りましょう。 中村（弘）君 

一助に。  

暑い日が続きますが、皆様お元気ですか？ 清水君 

小森先輩、橋本さん、大変お世話になりありがとうご

ざいました。 竹之内君 

 

ベネファクター基金積立 計 0 円 累計 10,000 円 

 

米山記念奨学会 計 30,000 円 累計 110,000 円 

 達成率 7.9％ 

一助に。 井上（武）君、山田君 

坂田会長、平野幹事、今村委員長、御苦労さまでし

た。 竹之内君 

今回の寄付にて、井上（武）会員は第 21 回目の米山

功労者、竹之内会員は、第 2 回目の米山功労者とな

られました。おめでとうございます。 

 

希望の風奨学金 計 0 円 累計 32,000 円 

 達成率 8％ 

 
8/21（火）クラブ・デー・追悼例会 

おめでとうございます。 

会員増強 

クラブ・フォーラム 

 



 

 

 

９月 のプログラム  

 

９月 ４日（火）クラブ・デー 

前年度決算報告 

 

９月１１日（火）敬老のお祝い  

クラブ・フォーラム（ロータリー情報） 

担当 ロータリー情報委員長 稲本 初弥君 

 

９月１８日（火） スピーチ「売れる商品の作り方」 

株式会社 Kor's style代表 

  柴田 薫様  

（ライトランチ） 

９月２５日（火）スピーチ  

「2019年ラグビーワールドカップに向けて」 

関西ラグビーフットボール協会会長 坂田好弘様 

 

8/6（月） 職業体験事業 

於：橋本人形、なぎ辻病院 

 


