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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 42（13）名 ビジター 1名 

出席率 73.6％ ゲスト 0名 
第 2439出席率  86.21％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 10月 30日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 
スピーチ 

「最近のキャッシュレス化の動き」 

日本銀行京都支店長 京都 RC 会員 鈴木純一様 

  （ライトランチ） 
次週の会合  
第 4組情報集会 18：30～「casa ROJO DE kofumi 幸ふみ

LA(小料理屋）河原町通り沿い夷川上る西側 

 

-米山月間- 

 
本日の例会 夜間例会「音楽の夕べ」 
開会点鐘 〔18：00〕 
ロータリーソング♪奉仕の理想 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
「音楽の夕べ」 

小田 拓也（おだ たくや）様 
高見 祥子（たかみ しょうこ）様 
木野村 望（きのむら のぞみ）様 
山田 麻紀子（やまだ まきこ）様 

 
閉会点鐘         〔20：00〕 
 
 

「情報集会 第 1組報告」 

 

平成 30年 9月 18日（火）18：30～  

於：「キャメロン」 

出席者 リーダー：井川 

坂田、今村、岸、山本、中西、寄本（敬称略） 

 

キャメロンさん蔵の間にて上記 7名で井川

リーダーのもと開催されました。 

議事のテーマは 

・魅力ある京都東山ロータリークラブにするには。 

・例会の出席率を上げるには。 

・ロータリーの価値を探す。 
 

以上３つのテーマで和やかに意見交換が

なされました。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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」 
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下記の通リ報告させていただきます。 
 

〇会員拡大が必要な中、会員はやはり例会

に出席することがすべての始まりとである

と思われます。規約を守りながら和の心で

和やかに交流し、縛り過ぎず緩め過ぎずに 

その基本を会員は忘れずにまず例会に出席

することを一番に考えてほしい。 

〇同好会活動が活発となることが例会への

出席する意欲も上がっている経緯もあり、

新会員勧誘に当たり同好会の紹介 PR も大

事な要因になると思われます。今後も同好

会活動を活発にして会員増強につなげた

い。 



 

 

〇委員会の委員長を務めていただいた年は

責任感を持つこともあり、出席率が上がっ

ていた経緯もありました。 

〇しかし、上記の委員長させていただき責

任上 100％出席しましたが、その年は大変仕

事にも影響し負担がかかったこともありま

した。 

〇例会長期欠席者にせめて月1～2回から出

席いただけるよう今後声掛けしていきたい。 

〇新しい同好会も徐々に増えつつあり会員

同士の親睦を図りクラブの運営の活力にな

ることと考えられる。 

〇会の今後の戦略の中心はやはり職業奉仕

と子供の教育を重点として活動することが

大切ではないかと思われます。また、幅広

く活動することも大切ですが、ベテラン会

員の退会の中何かと大変なので重点課題に

絞ることもひとつと思われます。 

 

キャメロンさんのおいしいお料理とお酒

をいただきながら雑談の中にクラブへの思

いを語り合い当クラブがいい方向に進んで

行けることを願う思いは皆さん同じあるこ

とを確信し散会となりました。 

 （報告：寄本 猛） 

 

 

幹 事 報 告  

■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、安澤国際奉仕副委員長が参加さ

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 

試合結果 

１０月２０日（土）太陽が丘グランド 

ＶＳ長浜東ＲＣ ９－１３ 初戦敗退 

川勝会員のホームランも出て途中逆転しましたが、打

ち合いに負けてしまいました。連覇に向けて挑みました

が、また出直しです・・・。 

＊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 寄本、安澤 

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  

＊茶道同好会（静友会） 担当 坂田 

茶道 お稽古 11/13（火）14：30～「関根宅」  

 

 

 

 

 

 

 

 

１０/２４ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「地域社会と行政」  京都市長 門川大作氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 「Water0.007」  ㈲ｱｸｱｲﾒｰｼﾞ 代表 高野 弘氏 

 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 「奉仕事業の役割分担及び当日の説明」  奉仕プロジェクト委員会 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 休会  ＊ビジター受付はございません 

１０/２５ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「ベトナム語 歴史と変化」  米山奨学生 ｸﾞｴﾝ・ﾀﾝ・ﾌｴﾝさん 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 米山月間スピーチ「日本文学を世界文学として発信する（研究成果報告）」  米山奨学生 金 昇渊様 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「不動産の生前整理！知らないと損する、境界問題のナゾ！」  京都土地家屋調査士会会長 京都伏見 RC 会員 山田一博氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「スーパーサーズデー」 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 第 4 回ｸﾗﾌﾞ討論会 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「文化財の保存と活用のモデルを目指して 世界遺産・二条城」  京都市文化担当局長 元離宮二条城事務所長 京都二条城長 北村信幸氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「共に考えよう『IM にどう取り組むべきか？』」 会員 岩佐孝雄氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「私の職業観と趣味」  会員 河佐英俊氏 

１０/２６ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ「自己紹介と意外と知らない百貨店のこと色々」  会員 田原和也氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「発酵と健康」  ㈱西利代表取締役社長 平井誠一氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「カカオでつなぐ京都とﾌｨﾘﾋﾟﾝ～NICCOの台風災害復興支援の現場から～」  公益社団法人日本国際民間協力会 事業部部長 岡田克彦氏  
 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 

１０/２９ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技種目 KARATE 形演武」 佛教大学空手道部監督 土屋丈司氏、佛教大学 4 回生 梅景 唯氏、3 回生 小川彩月氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 故 塚本誠一会員 追悼例会  会員 小林俊亮氏、野村純一郎氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「次世代医療と創薬の展望と課題」 京都大学医学研究科 分子ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究室 生命情報科学研究ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ ｼﾞｮﾝ・ﾌﾞﾗｳﾝ氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 11/5（月）次回例会開催予定 

１０/３０ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「南極観測越冬隊の一年間」 第３８次４５次日本南極地域観測隊調理担当越冬隊 北田克治氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ここまできている、胎児医療」  松波総合病院 産婦人科周産期医療対策室長 川鰭市郎氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 休会  ＊ビジター受付はございません 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜10/16＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 22,000 円 累計 482,000 円 

 達成率 24.1％ 

クラブ戦略策定クラブ・フォーラム担当木村委員長、

本日は、ごくろうさまです。 

 稲本君、小山君、今村君、松井君、中村（弘）君 

 小森君、岡武君、竹之内君 

連続出席自祝。 本田君 

結婚記念自祝。 本田君 

寄本さん、祝還暦おめでとうございます！ 村岡君 

還暦自祝。 寄本君 

福留会員、小森会員、川勝会員、ワイン同好会楽し

いひと時をありがとうございました。 中村（弘）君 

福留先生、ワイン会ありがとうございました。また川勝

さんも色々とありがとうございました。 

 岡武君、安倍君、深海君 

ワイン同好会、たくさんご参加ありがとうございました。 

 福留君 

ゴルフコンペ 3連勝自祝。 中塚君 

小森先輩、先日はありがとうございました。 岡武君 

川勝先輩、先日はありがとうございました。 岡武君 

一助に。 戸田君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 16,000 円 累計 246,000 円 

 達成率 24.6％ 

事務局引越し御礼。 ウェスティン都ホテル京都様 

野球部ガバナー杯、頑張ってください。20日。 

 柴田君、小山君、布施君 

 

ロータリー財団 計 25,000 円 累計 415,000 円 

  達成率 29.6％ 

本日のフォーラム、よろしくご清聴ください。 

 木村君 

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 0 円 累計 10,000 円 

 

米山記念奨学会 計 20,000 円 累計 215,000 円 

 達成率 15.3％ 

本日のフォーラム、よろしくご清聴ください。 木村君 

一助に。 中川君、郡君 

今回の寄付にて、木村会員は、第 5 回米山功労者と

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 54,000 円 

 達成率 13.5％ 

10/16（火） 
クラブ・フォーラム（クラブ戦略策定） 

 


