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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 

「上下の融和で現状打破」 

 

 

クラブ戦略策定委員会 

委員長 木村 安輝 

 

 昨年、情報集会のテーマとして「５０周年

以降のクラブ像」が取り上げられました。こ

の事は、現状の打破、とくに会員減少に対す

る危機感の表れに他ありません。 

 各グループからクラブへの強い思いが数

多く出され、貴重な意見として当委員会にお

いて集約致しました。 

 我がクラブの会員減少には歯止めがきか

ず、危機的状況に陥っていることは周知の事

実です。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 10 月 16 日 第 2443 回例会 Weekly Bulletin №51-44-13 

 一方、過去を振り返りますと、７クラブ

でスタートした日本のロータリークラブ

は、１３年後には５１９クラブ、会員数２

１，０００人超となり、世界第３位と躍進

しております。（１位アメリカ、２位イギリ

ス、３位日本） 

 その後も拡大を続け、当時のＲＩ会長が

「日本のロータリーの発展は異常であり奇

跡だ」という表現をされ、のちのＲＩ会長

も日本のロータリーの成長に触れ、「日本の

ロータリーは世界最高の成長を示してお

り、質と量、そして活動の実績などをみる

と、日本のロータリーこそは世界に於ける

輝ける星である」と最大の賛辞をおくられ

ております。 

 
 
 
前回例会報告 
会員数 63（19）名 出席者 43（11）名 ビジター 4名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 78.1％ ゲスト 1名 
第 2438出席率  77.8％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
 
次週の例会  夜間例会「音楽の夕べ」 
10月 23日（火）18：00～20：00    於：東館 4Ｆ「葵殿」 

 

-米山月間- 

 
本日の例会 米山ランチ 
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 
幹事報告 

クラブ・フォーラム（クラブ戦略策定） 

担当 クラブ戦略策定委員長 木村 安輝 君 

閉会点鐘        〔１３：３０〕 
 
本日の会合  

第３組情報集会              18：00～「晴鴨樓」 

 
 

 



 

 

 当然、我がクラブも１９９３年〜１９９

４年度には１１１名のメンバーを有してお

り、日本のロータリー躍進の一翼を担い、

活気あるクラブ活動が展開されていました。 

 その後も高潔な理念のもと、ロータリー

の本質に関わる、そして独創性のある様々

な事業を展開し、高い称賛を得ております。 

 この事からも会員数の安定、すなわち会

員増強が最大の武器である事を伺い知るこ

とができます。 

 今年度会長方針にみられるように、親睦

の充実を強く打ち出され、当委員会もその

意向に添った方向で提案しております。 

 高潔性を高め、ベテラン会員と若手会員

が一体となった時、我がクラブの底力が発

揮されるのではないでしょうか。 

 

 
幹 事 報 告  

■米山ランチ  

本日は米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、ビ

ジター各位のご協力をお願い致します。 

 

■指名委員会 

10月 2日(火)例会前に開催されました、第 1回指名

委員会において、互選により委員長は中村弘吉会員

に決まりました。 

 

 

■RLIパートⅢ研修会 

10/28(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。 

 

 

同 好 会 情 報  

＊野球同好会 担当 村岡 

第３０回２６５０地区ガバナー杯野球大会 

＜前夜祭・開会式＞ 

１０月１９日（金）１８：３０～ パルティール京都（宇治） 

＜予選トーナメント＞ 

１０月２０日（土）１３：４５試合開始予定 

対戦相手（長浜東ＲＣと湖南ＲＣの勝者） 

＜場所＞太陽ヶ丘第３野球場 

（勝てば） 

１０月２７日（土）１２：１０試合開始予定 

対戦相手（びわこ八幡ＲＣと洛中ＲＣの勝者） 

＜場所＞宇治黄檗野球場 

（勝てば） 

＜決勝トーナメント＞ 

１１月１０日（土）９：００試合開始予定 

＜場所＞太陽ヶ丘第１野球場 

＊軽音楽同好会 担当 清水 

10/30（火）20：30～「ｽﾀｼﾞｵ246」 

＊ロータリーほろにが会 担当 安澤、寄本 

11/13（火）18：00～「レストラン菊水」 

＊禅の会 担当 井川、茂山 

11/13（火）午前8時～ 大慈院  

 

 

１０/１７ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ ―新会員スピーチ―「著名人の遺言と信託 ～遺言は｢家族へのラブレター｣～」鍋岡正俊氏 「京都マラソンに参加して学んだこと」芹澤潤一氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H クラブ・デー 「奉仕プロジェクト部門 第 3 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 例会日時場所臨時変更  ＊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 「会員増強フォーラム 2」 
 京 都 朱雀 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 

１０/１８ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 休会  ＊ビジター受付は平常通り 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「陶工河井寛次郎について」  河井寛次郎記念館 学芸員 鷺 珠江氏 

 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 「ロータリーの社会奉仕事業に限界はあるか」  ガバナー補佐・会員 山口義治氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ｲﾝﾄﾞﾈｼｱと日本の関係の豆知識」  米山奨学生 ﾍﾞﾅ ﾉﾋﾞｱﾝﾀﾞﾘ ﾃﾞｭｲ ﾗﾊﾕ様 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ ―社会奉仕部門フォーラム― 特非）らくさいけあーねっと 就労支援事業所たんぽぽハウス 平野元子様 福）衆善会 児童養護施設 和敬学園 施設長 松原宏融様 NPO 法人音楽のまちづくり京都マザーグースの会 田中千穂様 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 例会場所臨時変更  ＊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 ☆ 米山スピーチ  米山奨学生 社 悦様 

１０/１９ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「人工知能 AI、近ｲようで遠―――ｲいろいろな話題」  会員 木戸出正継氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 新会員スピーチ  奥 達也氏、北倉 勇壹氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「RLI に因んで」  RI第 2650 地区 RLI 委員会 委員 京都洛南 RC会員 桜澤仁志氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会変更  ＊ビジター受付はございません 

１０/２２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 未定 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「インターアクト夏期研修報告」  聖ｳﾞｧﾄｰﾙ学園洛星高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「祇園夜話」  京都祇園 京料理 美登幸 三代目主人 平野 陽氏 

１０/２３ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 国際奉仕ﾌｫｰﾗﾑ 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 未定   会員 橋本以裕氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「音楽世界旅行（色々な国の音楽をﾘｽﾞﾑ中心に紹介）」 ドラマー木村優一郎氏、キーボード小林沙桜里氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜10/2＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 55,000 円 累計 460,000 円 

 達成率 23％ 

お世話になります。 

 京都ロータリークラブ 武田隆久様 

米山奨学生曾君、本日はスピーチありがとうございま

す。 小山君、鈴木君、小坂君、小森君 

 上村君、吉田（武）君、安澤君、村岡君 

  

本庶佑先生、ノーベル賞受賞お祝申し上げます。 

 坂田君 

誕生日自祝。 佐貫君、井上（武）君、平野君 

 奥田君、寄本君 

出席 100%自祝。 名筋君 

妻誕生日自祝。 安澤君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 6,000 円 累計 230,000 円 

 達成率 23％ 

本庶佑先生、ノーベル賞受賞お祝申し上げます。 

 小山君 

結婚記念日自祝。 清水君、竹之内君 

 

ロータリー財団 計 10,000 円 累計 390,000 円 

  達成率 27.8％ 

一助に。 上村君 

 

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 195,000円 

 達成率 13.9％ 

10月は米山月間です。宜しくお願いします。 井川君 

一助に。 井上（武）君、関根君 

 

希望の風奨学金 計 0円 累計 54,000円 

 達成率 13.5％ 

 

米山奨学生スピーチ 
曾 彦翔様 

10/2（火） 
クラブ・デー 

表彰・お誕生日 
おめでとうございます。 

事務局のお引越し 
幹事の皆様、おつかれさまでした。 


