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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 39（12）名 ビジター 1名 

出席率 69.6％ ゲスト 3名 
第 2445出席率 81.82％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 12月 11日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 
クラブフォーラム（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

 担当 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 今村 晋平君 

  （ライトランチ） 

-疾病予防と治療月間- 

本日の例会 クラブ・デー・年次総会 
開会点鐘                       〔１２：３０〕  
君が代斉唱 ロータリーソング♪奉仕の理想 
会長挨拶 
来客紹介 
表彰・奨学金授与 
新会員入会式 
幹事報告 
年次総会 
今月のお祝い 
閉会点鐘                       〔１３：３０〕 
本日の会合  

第 6回定例理事・役員会  例会後～「白川の間」 
第 1回次年度理事・役員会  18：00～「晴鴨樓」 
 

クラブ管理運営委員長  

福留 幸一 

 

親睦活動、姉妹クラブ、ニコニコ箱、プロ

グラム他各委員会を統括する役目であるク

ラブ管理をさせていただいている福留でご

ざいます。とは言っても実際は名ばかり、各

委員長が大変優秀な方々ばかりで私のよう

な未熟者が出る場面はあまり無いのが現状

です。（笑）これはとても素晴らしいことだ

と思います。 

直近のイベントとしては山田委員長を筆

頭に姉妹クラブの行事である新竹 RC への表

敬訪問が１２月１１日に行われます。個人的

に初めての新竹訪問ということで大変楽し 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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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みにしております。これを機に台湾観光も

少しできればと思っております。 

そして、毎年恒例の年忘れ家族例会が１

２月１８日に予定されており、岡武委員長

をはじめ親睦委員会のメンバーが色々と楽

しい企画を準備してくれております。そし

て恥ずかしながら私もメンバーである音楽

同好会の演奏も予定されております。ぜひ

とも暖かい目、いや耳でお聞きいただけれ

ば幸いでございます。 

 そして会員選考・ロータリー情報委員会

におきましては、先日誠にうれしいことで

新入会員の選考・インフォメーションが行

われ４名の新たな仲間が増えることになり

ます。皆様是非、活発な交流をよろしくお

願いいたします。 



 

 

そして、今年度は何より坂田会長の方針

のもと、同好会活動が大変活発に行われて

おります。ロータリーは多種多様なリーダ

ーの集まる集団であるため、例会のみでは

中々各メンバーの人間性を理解するのは難

しい面もございます。現に私も入会させて

頂いて困惑する中でスキー同好会に誘って

いただき、何日も寝食をともにする中でや

っとロータリーの中身を少し理解していけ

た経験がございます。皆様もぜひとも同好

会活動に積極的に参加していただいて例会

外ロータリーライフも充実させることが我

が東山RCの活性化につながるのではないか

と思っております。 

 皆様各会員がクラブ奉仕という気持ちを

ほんの少しづつでも増やして頂ければ、も

っと楽しいクラブに成長すると信じており

ますのでご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

 

新会員紹介 

◆赤木 厚(あかき あつし)会員 

勤務先：京都市山科区日ノ岡夷谷町 11番地 

京都東山老年サナトリウム 理事長・院長 

TEL：075-771-4196 

FAX：075-761-0934 

自宅：京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 2-9 

TEL：075-864-7128 

FAX：075-864-7128 

職業分類 内科医 

推薦者：小森 直之・中村 弘吉 

 

◆藤居 一彦(ふじい かずひこ)会員 

勤務先：京都市伏見区下鳥羽東柳長町１９  

株式会社藤居工務店 代表取締役 

TEL：075-601-8008 

FAX：075-601-6161 

自宅：京都市南区八条内田町 34 

TEL：075-671-1167 

職業分類 総合建設業 

推薦者：坂田  均・小森 直之 

 

 

◆森田 早苗(もりた さなえ)会員 

勤務先：京都市東山区大和大路四条 

上ル富永町 144 UEDAビルⅡ2・3Ｆ 

Ｇion 華 代表 

TEL：075-533-9313 

自宅：京都市伏見区醍醐南端山町 15-8 

TEL/FAX：075-200-3400 

職業分類 飲食 

推薦者：柴田 義典・安倍 秀風 

 

◆永井 智亮(ながい のりあき)会員 

勤務先：京都市上京区今出川通烏丸東入    

同志社大学 法学部教授 

TEL：075-251-3074 

自宅：京都市中京区鏡屋町 39-1-303 

職業分類 大学教育 

推薦者：坂田  均・中村 翠嵐 

 

今 月 の お 祝 い  

❁誕生日 

橋本君 1日 永井君 1日 

清水君 ９日 中村(翠)君 ３０日  

渡邊（恭）君 ３０日 

❁夫人誕生日 

小森君夫人 睦美さん １０日 

稲本君夫人 節子さん １８日 

岡武君夫人 直美さん ２２日 

井上(正)君夫人 歩さん ２８日 

❁結婚記念日 

赤木君 ２８日  

 

 
幹 事 報 告  

■新会員入会式 

本日、新会員として、赤木 厚君、藤居 一彦君、森

田 早苗君、永井 智亮君をお迎えします。ご活躍を

期待致します。 

 

■「情報集会」全６回終了 

9/18より、開催されました「情報集会」が 11/27を持ち

まして全 6回、無事終了いたしました。ご参加頂き、ご

議論頂いた皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

 



 

■「年忘れ家族例会」ご案内   

12/18（火）に年忘れ家族会を開催致します。 

例会時間を臨時変更し、例会は午後5時30分から、

家族会は午後 6 時からです。なお、お申込みは本

日締切りです。お返事をよろしくお願い致します。 

 

■台湾新竹ＲＣ創立 64周年記念式典 

12/11（火）「新竹風采宴會舘」に於いて、台湾新竹Ｒ

Ｃ創立 64周年記念式典が開催され、坂田会長、小

山パスト会長、小坂会長エレクト、小森直前会長、福

留クラブ管理運営委員長、安澤国際奉仕副委員長、

川勝プログラム委員長、郡社会奉仕委員、布施ロー

タリー財団委員長、山田姉妹クラブ委員長、安倍副

幹事が出席されます。遠路ごくろうさまです。 

 

■インタｰアクトクラブ認証状伝達式 

（奈良大宮ロータリークラブ提唱 奈良女子大学附属

中等教育学校 IAC） 

12/16 (日)「奈良女子大学附属中等教育学校」に於

いて開催され、清水ＩＡＣ委員長が出席されます。 

ごくろうさまです。 

 

■お知らせ 例会場ホテル名変更  

京都西南ＲＣ、京都桂川ＲＣより 

2019.1.29(火)京都センチュリーホテルの北隣「ザ・サ

ウザンド キョウト」が開業され、例会場の「京都センチ

ュリーホテル」宴会場全てが、「ザ・サウザンド キョウト」 

の宴会場となります。事務局の所在地等は変更ござ

いません。 

日本語表記 ザ・サウザンド キョウト 

英語表記 THE THOUSAND KYOTO 

住 所 京都市下京区区東塩小路町 570 

ホテル 075-354-1000 

 
同 好 会 情 報  

＊軽音楽同好会 担当 清水 

12/10（月）20：30～、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 

12/11（火）18：00～「ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ」 

＊囲碁同好会 担当  

11/29 京都南ロータリークラブとの対抗戦 

結果は、６勝８敗。惨敗に終わりました。 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜11/27＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 17,000 円 累計 659,000 円 

 達成率 32.9％ 

坂田会長、大変お疲れ様です。 

 京都ロータリークラブ 松井 雄様 

柳生 茂希様、本日スピーチありがとうございます。 

 小山君、中村（弘）君、坂田君 

 小森君、岡武君、布施君 

西村 孝之さん、先日は有難うございました。 

 中村（翠）君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 8,000 円 累計 323,000円 

 達成率 32.3％ 

永井様、藤居様、入会オリエンテーションお疲れ様で

す。 小山君、坂田君 

坂田さん、御帰還おめでとう。 小山君、中塚君 

 

 

１２/５ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員スピーチ「取材経験から」  今西 拓人氏 

「」 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H クラブ・デー 年次総会 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「自己変革とロータリー」 会員 川鍋 圭氏 
 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 3」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ・ｼﾃｨ京都がめざすもの」 ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ・ｼﾃｨ京都市統括監 藤田裕之氏 

１２/６ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「未定」  京都市立芸術大学 鷲田清一氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「笑う門には（カマ）来る」  ｶﾙｼｳﾑﾊｳｽｵｰﾅｰ ﾀﾚﾝﾄ 梶浦梶子氏 

 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 「ニューヨークでやってみなはれ」  ｱｰﾃｨｽﾄ 長谷川ゆか氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「年次総会」 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝから見える子どもの現状」  NPO 法人ﾁｬｲﾙﾄﾞﾗｲﾝ京都 常任理事 鳥井洋子氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「先を見据えた会員増強」  国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区会員増強・拡大委員会 副委員長 馬場鋭州氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 新会員スピーチ 会員 北岡治子氏 

１２/７ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ「自己紹介と京寿司のお話」  会員 佐々木勝悟氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「情報集会報告」  松田ロータリー情報委員長 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「絶滅危惧種 地域電器店のｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ」  京都府電機商業組合 理事長 牧野伸彦氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「第 3 回クラブ協議会」 

１２/１０ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「これからの京都」  京都産業大学法学部 教授 山田啓二氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「来年の干支について」  会員 山口琢也氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「故 篠田宏一会員 追悼例会」  会員 服部 裕氏、平井達雄氏、田村國勝氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回例会 12/17（月）開催 

１２/１１ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「グローバリゼーション、そして日本と中国」～あまり言われない中国の現状の報告～ 公益財団法人 応用科学研究所副理事長 久保愛三氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「おいしさの要因」  懐石 近又 七代目当主 鵜飼治二氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「死ぬなら京都がいちばんいい」 「二木屋」主人、川口 RC 会員 小林玖仁男氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

ロータリー財団 計 20,000 円 累計 550,000 円 

  達成率 39.2％ 

一助に。 関根君 

何かよいことをしよう～  布施君 

 

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 5,000 円 累計 322,000 円 

 達成率 23％ 

柳生先生、本日はスピーチありがとうございます。 

 小坂君 

 

希望の風奨学金 計 0 円 累計 64,000 円 

 達成率 16％ 

11/27（火） 

スピーチ 
柳生 茂希様 

 

11/13（火）禅の会 

 


