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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 

 

本日の会合  
指名選挙  例会前～「千草 2」 
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～「千草 2」 
 

前回例会報告 9/4（火）は、台風の為、休会 
次週の例会 9月 18日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 
 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） 

次週の会合  
前期会長会         例会後～東館２F「白川の間」 
２０１８年～２０１９年度 京都市内２４ＲＣ連絡協議会 
第１回合同幹事会ホスト  18：00～東館２Ｆ 「山城の間」 
第 1組情報集会            18：30～「キャメロン」 
 

 

-基本的教育と識字率向上月間- 

本日の例会 敬老のお祝い 
開会点鐘                       〔１２：３０〕  
君が代斉唱 ロータリーソング♪それでこそロータリー 
会長挨拶 
来客紹介  
幹事報告 
表彰・奨学金授与 
敬老のお祝い スピーチ 谷川 博造君 
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 
今月のお祝い 
閉会点鐘                       〔１３：３０〕 
クラブ・アッセンブリー 前年度決算報告 
 

「ロータリー情報」 

 

ロータリー情報委員長 

稲本 初弥 

 
 

ロータリーが変化しだしてから 20 年近く

なるだろう。そろそろその転換期の本番がや

ってくる。それが悪いのではなく結果として

どんなロータリーになっていくか、である。 

歴史をみてもそうである様に明智光秀が

作戦に失敗して信長が生きていたらどうな

っていただろう、明治維新の薩長が敗れて徳

川が続いていたら、どんな日本になっていた

だろう、毛沢東の改革が破れて資本主義の中

国になっていたら世界はどうなっていただ 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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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ろう。新旧どちらの主張も正義であり間違

いでは無いとも言える。 

ロータリーは小さな世界のことではある

が、120 年弱も続いてきたロータリーの考

え方がどうなって行くのか心配でもあり興

味も湧いてくる。Ｒ.Ｉはクラブの裁量でど

んなクラブ造りをしてもよいと言っている

のだから一度当クラブも将来の為にロータ

リーと言う長年掛かって作られて来た積み

木をテーブルの上にぶちまけて、こうすれ

ばこういうクラブになるのかとシュミレー

ションをして見るのも必要かもしれない。 

議論をするに当たって古いロータリーのシ

ステムを会員全員に理解をしてもらってお

く必要がある。 



 

 

今年の私の役目はこの古いロータリーを

皆さんに説明することにあると思っている。 

どんなクラブにするか、今はプラン、ドウ、

のプラン＜考える＞時であると思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告  
■敬老のお祝い 

７０歳を超え益々ご活躍の２５名の皆様に、敬老の日

に因み会員一同よりお祝い申し上げます。 

■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。 

■京都洛北 RC45周年記念式典・祝賀会 

9/13(木)京都ホテルオークラに於いて開催され 

坂田会長、平野幹事が出席されます。 

ごくろうさまです。 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
第 2回東山インターアクトクラブ例会  

９月８日（土）14:00-15:00 於：東山高等学校 

RC出席者 坂田会長、奥田副会長、平野幹事、 

岡武 IAC 地区委員、清水 IAC 委員長 以上５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

＊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」 

＊お茶屋文化学ぶ会(仮称) 

8／31 (金) 一力茶屋で、堀部素弘氏のご指導のもと、

有意義な時間を過ごしました。11名が参加しました。 

９/１２ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都の御大礼の画期的な意義」  京都産業大学名誉教授・モラロジー研究所教授 所 功氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H クラブ・デー 戦略計画部門第２回クラブ・フォーラム 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH クラブ・デー 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「病状の伝え方」  会員 冨士森良輔氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー 

９/１３ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「今、再びの挑戦」  画家 鶴田一郎氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「正倉院展を楽しむ」  読売新聞大阪支社地方部次長 関口和哉氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 休会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「宇宙を満たすものは何か？ダークマターのナゾ」  京都大学名誉教授 日本原子力研究開発機構 客員研究員 今井憲一氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 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※ 「放鷹への道 祇園祭・鷹山復興へ向けて」  公益財団法人鷹山保存会理事長 山田純司氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「利他の心で個性を発揮する」  幹事 神田尚子氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「クラブの未来像」  幹事 平田喜洋氏 

９/１４ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ご贈答の仕来り（京都を中心に）」 ㈱大嶋 雁金屋 代表 大嶋光照氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「最強の遺言」（予定）  司法書士法人渡辺総合事務所 代表者 司法書士 渡邉善忠氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「他人ごとではない犯罪被害 被害者支援のために何ができる？」  弁護士 京都弁護士会所属 高橋みどり氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「新入会員スピーチ」 青川剛気氏、「クラブ・フォーラム①築こう！！ロータリーの心」 会長 井上弘之氏 

９/１７ 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  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 例会変更 ＊ビジター受付はございません 

９/１８ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 例会変更 ＊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 「エンディングノートは書くべき？自分のため、大切な人のために考えてみませんか」  ㈱公益社 渉外部 部長 二木達浩氏 

 京 都 洛南 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 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

〜 敬 老 の お 祝 い の 皆 さ ま 〜  

大藤 光夫君 ９０歳  吉田 良武君 ８７歳    

鈴木 敏治君 ８５歳  小林 一恵君 ８３歳  

磯田 好計君 ８３歳  稲本 初弥君 ８２歳  

小山 信一君 ８１歳  今村 晋平君 ７９歳   

谷川 博造君 ７９歳  井上 武雄君 ７８歳  

杉﨑 則夫君 ７７歳  木村 安輝君 ７６歳  

戸田 義高君 ７６歳  薮下 清三君 ７６歳  

中村 翠嵐君 ７５歳  末松 哲夫君 ７５歳  

佐貫 將一君 ７４歳  川中 丈嗣君 ７３歳  

小坂 文夫君 ７３歳  中村 弘吉君 ７２歳 

関根 淳子君 ７２歳  奥田 歓信君 ７２歳 

西村 孝之君 ７１歳  松井 信五君 ７０歳 

布施 栄一君 ７０歳   （2018年 9月 30日現在） 


