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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 41（11）名 ビジター 3 名 

出席率 74.5％ ゲスト 1 名 
第 2441 出席率 76.36％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 11月 13日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 
 夜間例会  18：00～ 
「音楽の夕べ Part2」ジャズを聴きながら 
 
 
 

-ロータリ財団月間- 

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♪友らつどいて（秋） 
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 
閉会点鐘                       〔１３：３０〕 

 

本日の会合  

第 5 回定例理事・役員会  例会後～「平安の間」 

 

 

「ロータリー財団月間」 

 

ロータリー財団委員長  

布施 栄一  
 

 

１１月はロータリー財団月間です。ロータ

リー財団の父と呼ばれた６人目のＲＩ会長、

アーチ・クランフ氏が１９１７年アトランタ

国際大会で「ロータリーが基金をつくり、全

世界的な規模で慈善、教育、その他社会奉仕

の分野で、「何か良いことをしょうではない

か」と提案されロータリー財団が発展しまし

た。ロータリー財団の使命は、ロータリアン

が、人々の健康状態を改善し、教育への支援

を高め、貧困を救済することを通じて、世 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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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界理解、親善、平和を達成できるように言

われています。 

 重点分野は６つ有り、平和と紛争予防／

解決、水と衛生設備、疾病予防と治療、母

子の保険、基礎教育と識字率向上、経済開

発と地域開発です。補助金には、地区補助

金と、グローバル補助金が有ります。 

 地区補助金は、地区に大幅な権限を委譲

されており、クローバル補助金は、大規模

なプロジェクトを実施することが可能で

す。 

本年度東山クラブでは、地区補助金を申

請して、災害非難場所である東山高台寺公

園に、防災かまどベンチを寄贈致します。 



 

 

地区補助金申請は、３年前の年次寄付金の

５０％以下の金額が申請できます。グロー

バル補助金については、本年度、本田国際

奉仕委員長のもとで委員会を開催し、３年

後を目途に事業の計画を検討されています。

地区からの、寄付金の目標金額は一人＄１

８０、東山クラブ目標は１４０万円です。

年次基金寄付実績では、2013－2014年度約

１８３万、2014－2015年度約１４４万、2015

－2016年度約１５３万、2016－2017年度約

１６６万、2017－2018年度約１６０万です。

会員の減少、例会の出席者の減少で、毎回

の例会での寄付金が少なく、会員様お一人

お一人の善意にすがるしか御座いません。

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

今 月 の お 祝 い  

❁１００％出席会員表彰 

連続３４年間：中村（翠）君 

連続 ８年間：郡君、岡武君 

連続 ６年間：村岡君、中村 君 

❁誕生日 

岸君 １０日 柴田君 １５日 郡君 １７日  

❁夫人誕生日 

吉田(良)君夫人  明子さん     ３日 

 

川勝君夫人    絢子さん     ５日 

薮下君夫人    正子さん     ８日 

井上(武)君夫人  佳子さん    １５日 

清水君夫人    佐和子さん   １５日 

松下君夫人    啓子さん    １７日 

西村君夫人    照子さん    ２２日 

大木君夫人    映妃さん    ２９日 

❁結婚記念日 

平野君 ３日 大木君６日  

坂田君１０日 稲本君２０日 上村君２５日 

 

 

 

幹 事 報 告  

■2018-19年度 インターアクト地区大会 

11/10（土）-11（日）「聞法会館（京都市下京区）他」に

於いて開催され、清水 IAC 委員長、インターアクター

11 名が参加されます。ごくろうさまです。 

 

■「京都マラソン 2019」ボランティア参加のお願い 

2019 年 2 月 17 日（日）「京都マラソン 2019」が開

催されます。今年度もゴール地点での給水ボラン

ティアを予定しております。参加確認のお返事は、

11月 13日（火）迄に、事務局（FAX075-752-3309）

までお願い致します。ご家族（15 歳以上）の参加

も大歓迎です。 

 

 

 
 

１１/７ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員スピーチ「民法業界について」  引野雅之氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H クラブ・デー「ﾄﾞｩﾈｲﾄ部門第４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 「税金よもやま話し」  あおい税理士法人 代表税理士 小坂文夫氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「日本に来てから感じられること」  米山奨学生 徐 子倚氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「RLI について」 第 2650 地区 RLI 委員会 委員 ﾓｰﾆﾝｸﾞ RC 会員 北尾隆明氏 

１１/８ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「日経新聞「私の履歴書」の裏側」  日本経済新聞社 京都支社長 京都 RC 会員 金丸泰輔氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「仁和寺の歴史と宇多法皇の恩恵」 広島市 明星院 住職 八木恵生師 

 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 「ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰの視点から環境問題を理解する」  米山奨学生 劉 釣易様 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 休会  ＊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※ 会員ｽﾋﾟｰﾁ 「健康のための 7 つの習慣」  会員 松井道宣氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「My ROTARY とマイロータリー」  岩村眞樹雄氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ ロータリー財団月間ｽﾋﾟｰﾁ  ロータリー財団委員長 会員 津田定明氏 

１１/９ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ「自己紹介と表千家のこと」  会員 三木町宣行氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ クラブ管理クラブ・フォーラム「変化する世界とロータリー」 ＲＩＤ2720ＰＧ大分城西ＲＣ会員 木下光一氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「鯖街道について」  元祖鯖街道の店 満寿形屋 三代目店主 梅垣昌治氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「音楽ｼﾘｰｽﾞ①日本のｶﾝﾄﾘｰﾐｭｰｼﾞｯｸの原点と現状」  小原哲朗氏 

１１/１２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ロータリー財団と補助金について」 ロータリー財団委員 児島 賢氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 会員ｽﾋﾟｰﾁ  今須太郎氏、岩井 潤氏、木村博之氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「河井寛次郎の世界」河井寛次郎記念館 学芸員 鷺 珠江氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回 11/19（月）例会開催 

１１/１３ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「さらに広い人脈を持つために ～精神保健福祉士の観点から～」 特定非営利活動法人ﾉﾝﾗﾍﾞﾙ副理事長・施設長 田井啓太氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「認知症治療薬の現状と将来展望」  大阪大谷大学 薬学部 教授 田中静吾氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「日本で初めて Banjo の音が響いた日と童揺の始まり」  ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ 落語作家 北村 謙氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

同 好 会 情 報  

＊軽音楽同好会 担当 清水 

11/15（木）21：30～、12/10（月）、12/17（月）20：30

～ともに「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」  

＊囲碁同好会 担当  

京都南ロータリークラブとの対抗戦 

11/29（木）14：00～、懇親会18：00～於「晴鴨樓」 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜10/30＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 24,000 円 累計 540,000 円 

 達成率 27％ 

日本銀行京都支店長 京都ロータリークラブ会員  

鈴木純一様、本日スピーチありがとうございます。 

 小山君、戸田君、柴田君、小森君、井川君 

 中塚君、岡武君、村岡君、中村( )君、布施君 

 山田君、安倍君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 13,000 円 累計 279,000 円 

 達成率 27.9％ 

本日は、お世話になります。 

 京都ロータリークラブ 大角安史様 

皆様、お元気ですか？ 坂田君、小山君 

井上 銀花園様、すばらしい花をありがとうございまし

た。今井先生も喜んでおられました。 村田君 

小森先生、安倍さん、ごちそうさまでした。 加藤君 

 

ロータリー財団 計 30,000 円 累計 470,000 円 

  達成率 33.6％ 

布施会員、いつもお世話さまです。 川中君 

平安神宮での展覧会来て頂きましてありがとうござい

ました。 村田君 

一助に。 清水君 

日本銀行京都支店長 京都ロータリークラブ会員  

鈴木純一様、本日スピーチありがとうございます。 

 吉田（武）君 

日本銀行京都支店長 京都ロータリークラブ会員  

鈴木純一様、本日はよろしくお願い致します。 

 平野君 

  

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 67,000 円 累計 287,000 円 

 達成率 20.5％ 

 10/16（火）米山ランチ差額寄付 42,000 円 

日本銀行京都支店長 鈴木純一様、本日はありがと

うございます。 坂田君 

ワイン同好会を行いますので、よろしくお願いします。 

 福留君 

平安神宮展、もしよかったらお越しやしとうくれやす。 

 村田君 

希望の風奨学金 計 0円 累計 54,000円 

 達成率 13.5％ 

 

 

 

 

9/18（火） 
株式会社 Kor's style 
代表  柴田 薫様 

 

10/30（火） 
スピーチ 

日本銀行京都支店長 鈴木純一様 


