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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 50（13）名 ビジター 1名 

出席率 82％ ゲスト 0名 
第 2448出席率 76.8 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 １月 15 日（火） 於：東館４Ｆ「鳳凰の間」 
-スピーチ- 
「情報技術の面白さに魅せられて」 
 公益財団法人京都高度技術研究所 
 副理事長・所長／名古屋大学 名誉教授 
 阿草 清滋 様 
 （ライトランチ） 
次週の会合 １月 15 日（火） 
第 2回次年度理事・役員会  例会終了後「白川の間」 
 

-職業奉仕月間- 

本日の例会 新春例会  
開会点鐘                       〔１２：３０〕  
君が代斉唱 ロータリーソング♪奉仕の理想 
祝舞 舞士 安倍秀風君 
会長挨拶 
来客紹介 
表彰・奨学金授与 
幹事報告 
－歳男放談－       

小林 一恵君、西村 孝之君、上村 承生君 
今月のお祝い 
閉会点鐘                       〔１３：３０〕 
本日の会合  
第 7回定例理事・役員会 例会終了後「白川の間」 
 
 

「新年のご挨拶」 

 

会長 坂田  均 

 

 

皆様、新年あけましておめでとうございま

す。旧年中はクラブ運営にご尽力いただきま

して誠にありがとうございました。お陰様

で、任期の半分を無事終えることができまし

た。本年もよろしくお願い申し上げます。 

上半期は、同好会活動の強化、夜間例会の

実施、クラブ会計の健全化、そして会員増強

などを柱に活動しておりましたが、これらは

いずれもクラブを活性化し、より充実したク

ラブライフを実現するための手段として実

施したものでした。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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  
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それなりの手ごたえが得られたと実感して

おります。下半期は、これらの活動を引き

続き実施していこうと思いますので、会員

の皆様におかれましては、よろしくご理解

賜りますようお願い申し上げます。ロータ

リーの価値を探す旅はまだまだ続きます。 

さらに、下半期の解決すべき重要な課題

は、幽霊会員といいましょうか、会費は支

払っていただいておりますのに、例会に出

席されない会員の取り扱いをどうするかと

いう問題であります。現在、５名ほどそう

いう方がおられます。規則上の出席義務を

果たしていないのですから、退会処分にし

ろということを主張される方もおられま

す。 



 

 

出席義務を果たすことは歴史的に見てもロ

ータリークラブの重要な要素でありますか

ら、このご主張には十分な根拠と背景があ

るといえます。会員全員が５０％の出席義

務を果たしながら、１００％の出席を目指

すという、「義務と目標」は。クラブの根幹

をなす思想ともいうべきものであって、引

続き守り続けなければならないものです。 

しかし、他方で、私は、クラブへの帰属

意識は２元的であってもよいと考えていま

す。「強い帰属意識」と「弱い帰属意識」で

す。上記幽霊会員には、例会には出ないが

同好会には出る方、例会には出ないが飲み

会には出る方、忘れたころにひょいと例会

に出席される方、例会には出席しないが依

頼事は喜んでやられる方、各種寄合の出欠

はまめに応答される方など、色々な形で「切

らない関係」を保持されています。このよ

うな「弱い帰属意識」の会員の顔を思い浮

かべてみますと、いずれも、それぞれの事

情があってそのようにされておられること

が分かります。このような会員との「切ら

ない関係」は引き続き守りたいものです。 

下半期は、一方で「義務と目標」を厳格

に志向しながら、他方で、このような「愛

のある包容力」を保持できればいいなと、

初夢をみておる次第であります。       

敬具 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお祝い  

❁１００％出席会員表彰 

連続２１年間 小森君 

連続 ８年間 関根君 

連続 ７年間 中川君、上村君 

❁誕生日 

薮下君 ５日 青山君 ７日 木村君 １１日 

村岡君 １９日 坂田君 ２２日  

❁夫人誕生日 

佐貫君夫人 知美さん １７日 

今村君夫人 みずゑさん ２０日 

本田君夫人 映子さん ２０日 

平野君夫人 敬子さん ３１日 

❁結婚記念日 

吉田(良)君 ２７日 

幹 事 報 告  

■年忘れ家族会お礼   

昨年 12/18（火）「年忘れ家族会」は 126名の皆様に

ご参加いただき、また親睦活動委員会のご活躍で大

変賑やかに開催できました。ありがとうございました。 

 

■第３期会費ご請求明細書 

本日、第３期分の会費ご請求明細書をお配りしており 

ます。次週 1/15（火）例会前に納入受付を設けます。 

 

■地区大会登録 

地区大会本会議の登録を受け付けています。ご参加

よろしくお願いします。締切は 1/15（火）です。登録

料（10,000円）を添えて、親睦（出席）委員会または事

務局へお願いします。 

 

■お知らせ 1/22（火）夜間例会 

例会時間を変更 18：00～「ウェスティン都ホテル京

都・葵殿」にて開催致します。 

スピーチ「壬生屯所と新選組」 

講師 八木喜久男氏（壬生八木邸主人 洛中 RC 会員） 

別企画 当日 4時 30分～「壬生屯所」見学 

会費 1,000円 

＊参加ご希望の会員様は、事務局までご連絡ください。 



 

 

同 好 会 情 報  

＊ロータリーほろにが会 担当 寄本、安澤 

1/8（火）18：00～「ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都」 

＊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」 

＊お茶屋文化研究会 担当  

３月１２日(火) 6:00  上七軒 中里 

 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜12/18＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 42,000 円 累計 788,000 円 

 達成率 39.4％ 

皆様にお出会できて、周年史が刊行できて。 

 元会員 小野 富造君 

親睦活動委員会の皆様、今夜の「年忘れ家族会」 

ありがとうございます。 

 稲本君、小山君、杉﨑君、川中君、谷川君 

 中村(弘)君、坂田君、平野君、名筋君、清水君 

 井川君、村岡君、中西君 

小野さん、色々とありがとうございました。 

 吉田(武)君、安澤君 

東山バンド。頑張ります。 柴田君 

東山バンド、頑張れ！ 中塚君、布施君、奥田君 

新竹表敬訪問、ご参加の皆様ありがとうございました。

 山田君 

 

 

 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 14,000 円 累計 377,000 円 

 達成率 37.7％ 

50 周年記念誌、小野さんありがとうございます。楽し

みに読ませて頂きます。 鈴木君、小山君 

 中村（弘）君、坂田君、小森君、平野君 

 

ロータリー財団 計 15,000 円 累計 694,800 円 

  達成率 49.6％ 

家族大勢がお世話になります。 中村（翠）君 

親睦委員の皆様、ありがとうございます。 小坂君 

 

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 25,000 円 累計 419,000 円 

 達成率 29.9％ 

家族大勢がお世話になります。 中村（翠）君 

皆様、半年間お世話になり、ありがとうございました。 

 坂田君 

親睦委員の皆様、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 69,000 円 

 達成率 17.3％ 

 

 

 

 

 

 

１/９ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「歳男放談」 会員 千 玄室氏、米田 豊彦氏、中原 淳氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 「歳男放談」 会員 白井治夫氏、宮口龍雄氏、有賀一夫氏、山田孝久氏、池内善一氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「歳男放談」 亥年生まれの会員 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「年頭例会」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「あべのハルカスについて」  近鉄不動産(株)専務取締役 内藤博行氏 

１/１０ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「歳男放談」  黒竹節人氏、吉岡浩人氏、于修忠氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「新春 歳男放談」 歳男会員 馬場 博嗣氏、小滝 寛氏、高井 隆成氏、田辺 親男氏、上田 博唯氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 歳男放談 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「人類文明と日本文化」  近藤文化・外交研究所 近藤誠一氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「松本酒造の酒蔵」  松本酒造㈱代表取締役社長 松本保博氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ ―新春例会―「十二年籠山行」 比叡山居士林 所長 十二年籠山行満行者 宮本祖豊氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「歳男・歳女放談」  会員 岩村眞樹雄氏、牧 圭子氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「年頭の挨拶」  会長 松本恒司氏 

１/１１ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 例会日臨時変更 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 当たり年会員スピーチ 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「歳男放談」 会員  
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「新春例会 平成 31 年経済大予想 パート１」 「建設業界について」会長 井上弘之氏、「観光業界について」会員 村上健治氏 

１/１４ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 祝日休会 ＊ビジター受付はございません 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 祝日休会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会 ＊ビジター受付はございません 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回例会 1/21（月） 

１/１５ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「二人の京都市長に仕えて」～真近に仕えた二人の市長の素顔と教わったこと～ 国立京都国際会館事務局長 元京都副市長 塚本 稔氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 未定  ローターアクト委員長 櫻井啓孝氏 

 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/18(火) 

年忘れ家族会 
於：ウェスティン 

都ホテル京都 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦・出席委員会の皆様、 
ありがとうございました。 


