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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 37（10）名 ビジター 1名 

出席率 68.5％ ゲスト 4名 
第 2434出席率 82.1％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 9月 11日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 
敬老のお祝い 
クラブ・フォーラム（ロータリー情報） 
スピーチ ロータリー情報委員長 稲本 初弥君 
 
  
次週の会合  
指名委員選挙  例会前～「千草 2」 
 
 
 

-基本的教育と識字率向上月間- 

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♪我らの生業 
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 
前年度決算報告 クラブ・アッセンブリー 
閉会点鐘                       〔１３：３０〕 

本日の会合  

情報集会リーダー会議 11：30～「例会ロビー前」 
第３回定例理事・役員会  例会後～「白川の間」 
 

「Ｓ．Ａ．Ａ．？！」 

 

村岡 正浩 

 

 

「Sergeant at Arms」日本のロータリーでは、

会場監督と訳される役職。平野幹事よりお声

がけいただき、二つ返事で「はい！頑張りま

す！」と言ったものの、いろいろ調べてみる

とＳ．Ａ．Ａ．は、ロータリーのことを熟知

した会員が努めるのが望ましいとありまし

た・・・。ロータリーのこと、まだ全然理解

していない入会６年弱の私に務まる訳もな

い・・・。前年の親睦活動・出席委員長より

大変そう・・・。 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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  
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初例会が近づくにつれ、どんどんプレッ

シャーを感じてきました。伝統あるクラブ

の大切な例会を仕切る？！考えれば考える

ほど、ゾッとしてきたので、開き直りまし

た。（笑）自分なりの考えとして、なるべく

例会は堅苦しい感じより柔らかい感じの方

が、皆さんに楽しく過ごしていただけるの

ではないかと考えております。 

今年度は、新しい試みとして夜間例会が

４回予定されております。お酒が入る例会

がどのようなものになるのか想像がつきま

せんが、昼とは違うカラーが出せればと考

えております。 



 

 

また、月に一度のクラブデーは、普段以

上に食事時間を十分に確保できるように組

んでいく予定です。もしかしたら、早めに

会場をオープンし先に食事をはじめ、後半

に例会を開くようなこともやってみるかも

知れません。 

新しいものと伝統のあるものが上手く融

合し発展している京都ならではの特徴のあ

るクラブになることを願って、会場監督頑

張りますので、ご協力お願いいたします！ 

 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続 ９年間：吉田(武)君 

❁誕生日 

中村（弘）君 ６日  稲本君 １１日 

小山君 １８日    井上（正）君 ２７日 

❁夫人誕生日 

木村（安）君夫人 みや子さん  ７日 

中西君夫人 里佳さん １０日 

奥田君夫人 トキさん ２６日 

❁結婚記念日 

岸君 １４日 末松君 ２４日 

 

幹 事 報 告  

■お知らせ 

本日、「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。よろしくお願いします。 

 

■次週は指名委員選挙 

次週 9/11（火）の例会前に、次々年度会長と次年度

理事・役員を指名する指名委員選挙を行います。 

いつもより少しお早めにお越しください。 

 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
【IAC 例会】  
日時：9月 8日（土）14：00～ 
場所：東山中学・高等学校  
 

 

同 好 会 情 報  

＊野球同好会 

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 

9/18（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」 

 

９/５ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員スピーチ「3.11 の回想 私にとっての東日本大震災～」 桑田周一氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 「社会構成員としての障害者を考える」  臨床発達障害研究 橋本敬良氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「津乃吉の想いと共に生きる」 ㈱津乃吉 代表取締役社長 吉田大輔氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 未定 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「フルートデュオ ア・ラ・カルト」  三井奈美氏、坂本 楽氏 

９/６ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「世界の中の日本・京都」  妙心寺退蔵院 副住職 松山大耕氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「いい病院（医者）の選び方」  西陣病院 副院長 今田直樹氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 創立 45 周年記念例会 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私の履歴書」  会員 大野木伸幸氏、高畠 保氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H ※9/6～10/4 の例会は京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙにておこないます。夜間例会の為例会変更  ＊ビジター受付はございません 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 例会変更  ＊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★ 「神護寺の歴史と文化財」 高雄山神護寺 貫主 京都西ＲＣ 会員 谷内弘照氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「音楽で楽しむ秋の宵」  ﾋﾟｱﾆｽﾄ 黒川春香さん、ｻｯｸｽ 西川真央さん 

９/７ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ロータリーの友月間に因んで」  会員 影近義之氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「京から文化力 異文化コミュニケーションのすすめ」 京都外国語大学国際貢献学部グローバル観光学科 教授 ｼﾞｪﾌ・ﾊﾞｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「ロータリーの友月間に因んで」  会員 広報・公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 伊東哲雄氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「感性ｼﾘｰｽﾞ③感性を高める一流ﾎﾃﾙでの過ごし方」  ｸｵﾘﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 桧垣真理子氏 

９/１０ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「インターｱｸﾄ夏期研修・気仙沼を終えて」  京都市立西京高等学校・付属中学校 ＩＡＣ ト部穂乃香さん、北島 澪さん 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「クラブ・フォーラム（青少年奉仕部門）」 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「落語」  林家染太師 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 9/19（水）例会予定 

９/１１ 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。休会  ＊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 「依存症とﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ」 心の専門家を育てる「悠學塾」主宰 高部知子氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「最近の経済情勢と日本銀行の金融政策」  日本銀行京都支店長 鈴木純一氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜8/28＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 31,000 円 累計 269,000 円 

 達成率 13.5％ 

会員が増えます様に。 坂田君、平野君 

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、本日は報告お疲れ様です。 

 小山君、柴田君、川勝君、吉田（武）君 

 岡武君、郡君、奥田君 

ＩＭ第 3組ご出席の皆様、お疲れさまでした。 

 稲本君、平野君 

連続 12年間出席 100%自祝。 中塚君 

誕生日自祝。連続 11年間、今後ともよろしく。 

 安澤君 

日曜日、野球同好会、おつかれさまでした。 

 村岡君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 18,000 円 累計 140,000 円 

 達成率 14％ 

暑つおすな。 小山君 

ご無沙汰しておりました。 中塚君 

本田さん、ありがとうございました。 

  

今日もいい日であります様に。 吉田（良）君、坂田君 

 

ロータリー財団 計 50,000 円 累計 315,000 円 

  達成率 22.5％ 

野球同好会練習試合、おつかれさまでした。 深海君 

自祝。 柴田君 

本田さん、ありがとうございました。 

  

 

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 5,000 円 累計 115,000 円 

 達成率 8.2％ 

中村翠嵐先輩、ありがとうございました。 岡武君 

 

希望の風奨学金 計 5,000 円 累計 37,000円 

 達成率 9.3％ 

もう 8月も終わりだと云うのに、早く涼しくなぁーれ。 

 中村（弘）君 

 

8/28（火）例会 

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 

 


