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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 62（18）名 出席者 42（15）名 ビジター 2名 

出席率 71.2％ ゲスト 1名 
第 2442出席率 83.64％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 11月 20日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 
 クラブ・フォーラム（ロータリー財団） 

担当 ロータリー財団委員長 布施 栄一 君 

（＄100万ランチ） 

 
次週の会合 11月 20日（火） 

情報集会第５組  18：00～「八千代」 
 
 
 

-ロータリ財団月間- 

本日の例会 夜間例会 

「音楽の夕べ Part2」ジャズを聴きながら 
開会点鐘                       〔18：00〕  
ロータリーソング♪４つのテスト 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
ジャズ演奏 ピアノ 田久保等（たくぼ ひとし）様 

バイオリン 田久保有紀（たくぼ ゆうき）様 
ベース 藤林靖士（ふじばやし やすし）様 
ボーカル ＵＤＤＹ（ウッディ）様 

閉会点鐘                       〔20：00〕 
 

本日の会合 
第 3回指名委員会  20：00～「千草の間 2」 
 

 

「第３組情報集会報告」 

 

テーマ「今年度のロータリーの価値を探そう！」 

10/16（火）18：00～ 於：晴鴨樓 

出席：リーダー中村吉晴、副リーダー福留幸一

会長含む 計 10名 

 

11 月に入り、朝夕の冷え込みが厳しい季節

となりましたが、今年は暖冬と言われており、

紅葉の色づきが少し待遠しく思います。 

第３組の情報集会では、晴鴨樓さんの美味し

いお料理を頂きながら、自由で楽しい意見交換

ができました。会員が減少している中で、再度

現在のクラブの現状を見つめ直すよい機会と

なれたように思えます。 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 11 月 13 日 第 2447 回例会 Weekly Bulletin №51-44-17 

会員増強については、職業内容をピック

ＵＰし、現会員の職業のない職業を見直し、

奉仕の職業をうめていくという意見が出ま

した。また、昔はロータリーに関心があっ

たが、無関心になってきて会員増強に中々

繋がらない。自分達が身を粉にして何かを

やろうと言う充実感がない。以前、先輩方

がチベットに学校を創られたように、ロー

タリークラブに入っている充実感や具体的

な活動の内容を考えなければいけない。単

なる例会だけ出席し楽しいばかりでなく職

業の代表として入ってきているので、何事

にも責任感をもたなければならない。など

意見が出ました。 

 



 

 

私もクラブに入会してから６年になりま

す。何もわからない。知らないではクラブ

に入会した意味がないと思いました。同好

会も楽しいですが、ロータリークラブに所

属している充実感を味わえる何かを見つけ

られたら素晴らしいと思います。ロータリ

ークラブに入会しなければ出会えなかった

方々や知らなかった世界！！そして何より

何歳になっても学べる場所を広げていきた

いと思います。 

（報告：副リーダー 澤田敦子） 

 

幹 事 報 告  

■2018-19年度 京都市内 24RC 連絡協議会 

第２回会長・幹事会 

11/20（火）「萬重」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。 

 

会 員 だ よ り  

＊大藤 光夫会員 

一身上のご都合により、９月末をもって退会されま 

した。誠に残念です。 

 

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」 

＊秋のそば会（新そば） 担当  

11/22（木）18：00～「今長」 

 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜11/6＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 35,000円 累計 575,000円 

 達成率 28.7％ 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

 小山君、佐貫君、中村（弘）君、谷川君 

 小森君、吉田（武）君 

連続出席自祝。 中村（翠）君 

出席 100% ８年間自祝。 岡武君 

出席 100%連続６年間自祝。  

気がつけば、60歳こえていました。 柴田君 

夫人誕生日自祝。 井上（武）君、西村君、川勝君 

川勝さん、αｽﾃｰｼｮﾝさんご紹介ありがとうございまし

た。 平野君 

観光シーズン入り、がんばります。 渡邊（恭）君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 2,000円 累計 281,000円 

 達成率 28.1％ 

一助に。 戸田君 

 

 

１１/１４ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「大学改革の先端に立つ京都先端科学大学の試み」  京都学園大学 副学長 日本電産（株）生産技術研究所 所長 前田正史氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 時間・場所変更  ＊ビジター受付はございません 

 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 ﾏﾅｰ講座 5「秋の味覚例会ﾜｲﾝの選び方」  ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ京都 宴会ｻｰﾋﾞｽ部ｿﾑﾘｴ 藤原靖彦氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー、地区学友委員会（京都南ロータリークラブ会員） 那須信孝氏 

１１/１５ 

 

 

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 新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「自己紹介」  森 一眞氏 

 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 未定  一般社団法人京都府サッカー協会理事 片岡弥之氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 第 5 回クラブ討論会 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ R 財団部門フォーラム 「未定」  財団奨学金委員会委員長 平岡弘行氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「京都市の道路建設」  京都市建設局 道路建設課長 石塚 憲氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 例会時間変更  ＊ビジター受付はございません 

１１/１６ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「髙島屋インテリア事業 140 年の歩み」（皇室との関わり～京都迎賓館） 髙島屋ｽﾍﾟｰｽｸﾘｴｲﾂ(株) 専務取締役営業本部長 浅野吉丸氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 未定 吉田山荘女将 中村京古氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「高雄壽山 RC 創立 28 周年訪問報告」  高雄壽山 RC 訪問者 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「健康・医療ｼﾘｰｽﾞ②好ましく生きる」  ﾅﾎﾄｶ RC会員 瀬戸山元一氏 

１１/１９ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「伊藤若冲（菜蟲譜）とともに歩む」  古澤記念美術館学芸員 末武さとみ氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「RID2650 青少年奉仕委員会の現状」  RI 第 2650 地区青少年奉仕委員長 石原久歳氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 音楽例会「歌で巡るヨーロッパ」  点字指導・シンガー 北山眞路子氏、ピアノ 橋本尚氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「企業再生」  会員 上中康司氏 

１１/２０ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H ロータリー財団フォーラム 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 未定  RI 第 2650 地区財団奨学金委員長 京都洛西 RC 会員 平岡弘行氏 

 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 



 

ロータリー財団 計 22,000 円 累計 492,000円 

  達成率 35.1％ 

財団月間に因んで。 本田君 

ロータリー財団月間です。よろしくお願いします。 

 布施君 

一助に。 渡邊（恭）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 317,000円 

 達成率 22.6％ 

一助に。 井上（武）君、本田君、布施君 

 

希望の風奨学金 計 5,000円 累計 59,000円 

 達成率 14.7％ 

一助に。 布施君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/6（火） 
クラブ・デー 

お誕生日・表彰おめでとう
ございます。 


