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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 66（18）名 出席者 51（14）名 ビジター 1名 

出席率 82.3％ ゲスト 2名 
第 2446出席率 79.66％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
*12月 25日（火）、1月 1日（火）は休会です。 
 
次週の例会 12 月 18 日（火） 
－年忘れ家族例会－ 於：ウェスティン都ホテル京都  

 東館 4Ｆ「鳳凰の間」 例 会 １７：３０～ 
 東館 4Ｆ「葵 殿」 家族会 １８：００～ 

 

-疾病予防と治療月間- 

 

本日の例会 ライトランチ 
開会点鐘                       〔１２：３０〕  
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 
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 
閉会点鐘                       〔１３：３０〕 

 
 

 

「情報集会第５組報告」 

 

平成３０年１１月２０日（火）１８：００～ 

於：「八千代」 

出席者 ◎上村〇中川 

鈴木、木村（安）、柴田、郡、安倍〈敬称略〉 

 

秋も深まり紅葉も少しずつ色づく季節に、上村

リーダーのもと「八千代」にて開催されました。 

●メインテーマ 

『ロータリーの価値を探そう』 

●サブテーマ 

『活力・魅力のあるクラブとは』・『良き親睦・良

き例会とは』・『良き奉仕活動とは』 

 

上記のメインテーマ・サブテーマの議題について

上村リーダーの司会進行のもと各テーマについ

て、出席者から順次意見を述べられました。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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」 

ROTARY CLUB OF KYOTO-HIGASHIYAMA, DISTRICT 2650 CHARTERED April 13, 1968  
 

    2018 年 12 月 11 日 第 2451 回例会 Weekly Bulletin №51-44-21 

●国際ﾛｰﾀﾘｰ創立 100 周年の記念事業を、花の

池坊会館を貸し切って、京都市内の中学・高校

生 850名を招待し、宇宙飛行士第 1号であり国

立未来科学館館長の毛利先生の講演が無事成

功したのも各会員の力が結集してクラブ一丸

となった結果だと思われます。最近の事業で

は、特別記念講演された『iＰＳ細胞がひらく

新しい医学』について京都大学 iＰＳ細胞研究

所所長・教授 山中伸弥氏の講演でした。これ

からは、クラブ一丸でないと成功できない事業

を積極的に行ってロータリーの価値を高めて

ほしい。 

●他クラブでは、第○○回という事業を毎年継

続的に行っているクラブが多数ある。そのクラ

ブの事業に何回か参加していますが、毎年多く

の子供の方が参加されていて、休日にも関わら

ず、イベント開催のために、市職員の方や教育 

 

 



 

 

委員会の方が挨拶されて地元の方や地元以外の

方も多く参加されている事業でした。クラブ会

員全員参加して毎年イキイキとした姿で事業に

取り組んでいる姿を見て感動したので自クラブ

でも継続事業を増やしてほしいと思いました。 

●今現在は、継続事業としては、京都マラソン

のみで毎年会長になる人が事業を決めているの

で、これからは自クラブ開催継続事業を積極的

に行っていき、自クラブの魅力をアピールして

ほしい。 

●ロータリーは、ボランティア団体ではなくサ

ービスである。自分を磨く場所であるので常に

勉強を心がけてほしい。 

●入会して大変良かった。自分自身の勉強にも

なり成長させてくれるので今後も続けたい。 

●現在、ロータリーは、規定や考え方も変わっ

てきているので柔軟な対応を行っていかないと

いけないので大変苦労する。 

●以前に比べて奉仕活動をする機会が減ったよ

うに思えるので増やした方がいいと思う。 

●親クラブの管轄地域があるので無茶はできな

いが、自クラブとして山科、東山に拘らず積極

的に活動したほうが活力・魅力あるクラブにな

ると思う。 

●女性会員への積極的なアプローチを行った方

がいいと思う。東京のクラブでは、女性会員の

順番待ちも存在するので、積極的に活動して入

会を行ってほしい。 

●志の高い方やエネルギーの強い方に入会して

ほしい 

●会員増強、親睦委員会の充実を行って最重要

ポストとして力を入れてほしい。 

●会員人数減少に伴い、委員会の数も少しコン

パクトにしてみてもいいのではないか？ 

●例会を休むと次回の例会が行きにくくなるの

で参加しやすい環境づくりや周りからの声掛け

が必要だと思う。 

●最近は、欠席者も多く、会場が広すぎてもっ

たいないので小さくてもいいと思う。 

●夜間例会も年に数回行った方がいいと思う。 

●最近は、同好会が充実しているので会員が参

加しやすい環境になってきているので継続 

してほしい。 

●ロータリーは、親睦に始まり親睦に終わる一

手段もあるので親睦委員の選定をもっと充実し

てもいいのではないか？ 

●親睦・出席の強化、テコ入れを行い退会防止

につなげる。 

●昔は、ロータリーに入会したら推薦者の方か

ら教育を受け、入会１年未満の会員は、例会開

始の１時間前に到着して受付を行い、会員の顔

と名前を覚えられて、自分もアピールする場で

あったが、最近はシフトになっていることが多

いので受付を重視した方がいいと思う。 

●昔は、各会員が１００％を切ったら怒られる

時代で、すごく緊張感があって良かった。 

●退会を防ぐのは、推薦者だけに任せないで周

りの人も協力して行っていかないと退会者は増

えるのでクラブ一丸となってフォローしていく

のが一番だと思う。新会員を増やすのは、入会

者予定者と多くコミュニケーションを図り同好

会のアピール等を積極的に行い活力・魅力のあ

るクラブを伝えて入会してもらう方がいいと思

う。入会後のアフターフォローも積極的に行い

退会を未然に防ぐのも重要だと思う。 

以上の意見等がありました。 

今回の情報集会は、７名の参加者でしたが、

各参加者から積極的に意見等があり食事を忘れ

るくらい先輩・後輩の関係なく活発な意見交換

等が交わされました。とても美味しい「八千代」

さんのお食事、お酒を飲みながらの第５組情報

集会は、あっ！と言う間に時間が過ぎていきま

した♪ 

京都東山ロータリークラブは、市内６番目発

足のクラブですが、市内の中心的な存在になる

クラブ作りをしていき２６５０地区一の魅力的

なクラブに発展できる夢を膨らませ私も日々精

進していきたいと考えています。 

合掌 

（報告：副リーダー 中川 公孝） 



 

幹 事 報 告  

■次年度理事・役員決定 

 先週の年次総会にて承認され、次の通り構成が決

定しました。 

会長（理事・役員） ................... 小坂 文夫君 

会長エレクト（理事・役員） ......... 本田 修造君 

直前会長（理事・役員） ............ 坂田  均君 

副会長（理事・役員） ...............  淳二君 

幹事（理事） ........................... 安澤 英治君 

クラブ管理運営（理事） ............ 川勝 裕之君 

奉仕プロジェクト（理事） ........... 本田 修造君 

広報（理事） ........................... 村岡 正浩君 

会員増強（理事） .................... 柴田 義典君 

ロータリー財団（理事） ............. 村田 好謙君 

親睦活動・出席（役員） ............ 竹之内米貴君 

Ｓ.Ａ.Ａ.（役員） ....................... 布施 栄一君 

ロータリー情報（理事） ........... 谷川 博造君 

青少年奉仕（役員） ................. 安倍 秀風君 

職業奉仕（役員） ..................... 松井 信五君 

社会奉仕（役員） .................... 福留 幸一君 

国際奉仕（役員） .................... 本田 修造君 

会計（役員） ........................... 井川 正隆君 

ｸﾗﾌﾞ戦略策定（役員） .............. 木村 安輝君 

無任所（理事） ........................ 稲本 初弥君 

無任所（理事） ........................ 西村 孝之君 

 
■次週は「年忘れ家族会」 

次週、１8日（火）は例会時間を午後５時３０分～に臨

時変更し、例会に引き続き『年忘れ家族例会』を開催

致します。よろしくお願いいたします。 

 

■年賀状の交換省略   

例年通り、会員相互の賀状交換は省略させて頂き

ます。 

同 好 会 情 報  

＊軽音楽同好会 担当 清水 

12/17（月）20：30～「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」 

＊スキー同好会 担当 福留 (横尾) 

合宿 1/25-27 、2/23-25、3/8-10 

＊禅の会 担当 井川、茂山 

1/22（火） 8:00～「大慈院」 

＊茶道 担当 坂田 

12/25（火）15:00～「関根宅」 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜12/4＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 63,000 円 累計 722,000 円 

 達成率 36.1％ 

赤木 厚様、藤居 一彦様、森田 早苗様、永井 智

亮様、ご入会おめでとうございます。 

 鈴木君、佐貫君、今村君、小山君、中村（翠）君 

 松井君、中村（弘）君、柴田君、坂田君 

 平野君、中塚君、岡武君、竹之内君 

 村岡君、澤田君、寄本君 

新会員の皆様、入会おめでとうございます。 小林君 

誕生日自祝。 中村（翠）君、清水君、橋本君 

谷川君、過日はありがとう。負けて申し訳ございませ

ん。 小林君 

木村（安）先輩、ありがとうございました。 関根君 

小森さん、美味なるものをありがとうございました。 

 吉田（武）君 

１２/１２ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「医師会と地域包括ケア構想」 医療法人 同仁会(社団) 京都九条病院 理事長 一般社団法人 京都府医師会 会長 松井 道宣氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 例会日時・場所臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 例会変更  ＊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 マナー講座 6「お節料理あれこれ」  会員 名井得郎氏 
 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 那須信孝氏（京都南 RC）、会員増強委員会 増田 典氏 

１２/１３ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「日本初の人工ふ化で誕生したｳﾐｳと目指す『放ち鵜飼プロジェクト』」  宇治川の鵜飼 鵜匠 澤木万理子氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「最新の脳梗塞治療」 京都赤十字病院 脳神経内科部長 永金義成氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ クラブ・デー「多文化共生」  会員 北村隆嗣氏 
 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 「会員スピーチ」  出射靖生氏、吉田 修氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「日本代表として世界に挑戦」  女子ﾌﾟﾛﾃﾆｽﾌﾟﾚｲﾔｰ 加藤未唯氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 会員ｽﾋﾟｰﾁ 未定  大森 剛氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「ハラスメントについて」  会員 荻原暢子氏 

１２/１４ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「京都東ロータリークラブ会員をお洒落にする大作戦！」  ㈱髙島屋 京都店 ストア-ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 庄田文緒氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 例会臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「職業奉仕に因んで」  会員 末広秀圭氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「歴史ｼﾘｰｽﾞ① 日本刀の歴史」 古武術柳生月神流三段 宮崎正久氏 

１２/１７ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「もし大学病院の外科医がﾄﾞﾗｯｶﾞｰの『ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ』を読んだら」  京都大学 肝胆膵移植外科・臓器移植医療部 准教授 診療科長 海道利実氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「三条大橋の補修・修景について」  京都市建設局土木管理橋りょう健全推進課橋りょう第一係長 平野孝明氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「クリスマス例会」  ＊ビジター受付はございません 

１２/１８ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 第 2回クラブ・アッセンブリー 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会時間臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 

 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 



 

ﾜｲﾝ同好会、たくさんのご出席ありがとうございまし

た！ 福留君 

松井さん、茂山さん、お気づかいありがとうございまし

た。 川勝君 

中村（翠）先輩、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 28,000 円 累計 351,000 円 

 達成率 35.1％ 

赤木 厚様、藤居 一彦様、森田 早苗様、永井 智

亮様、ご入会おめでとうございます。 

 稲本君、小山君、木村君、中村（弘）君、小坂君 

 名筋君、小森君、岡武君、布施君、内藤君 

本日、入会させて頂きます。今後ともよろしくお願い

致します。 赤木君、藤居君、森田君、永井君 

 

ロータリー財団 計 46,200 円 累計 596,200 円 

  達成率 42.5％ 

ロータリー財団よろしくお願いします。 布施君 

本日入会の皆様、ご入会おめでとうございます。 

 小森君 

ロータリー財団協力会より。 森田君 

今回の寄付にて、布施会員は、3回目マルチプル・ポ

ールハリス・フェローとなられます。おめでとうございま

す。 

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 40,000 円 累計 362,000 円 

 達成率 25.8％ 

坂田会長の無事復帰を喜んでいる幹事より。 

 平野君 

一助に。 井上（武）君、布施君 

 

希望の風奨学金 計 5,000 円 累計 69,000 円 

 達成率 17.3％ 

一助に。 布施君 

 

お誕生日、表彰 
おめでとうございます。 

12/4（火） 

クラブ・デー 年次総会  

入会式 
入会おめでとうございます。 

次年度理事・役員の 
みなさま 

よろしくお願い致します。 


