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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 48（16）名 ビジター 1名 

出席率 75％ ゲスト 0名 
第 2449出席率 75.86 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 １月 22 日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 
夜間例会  18：00～ 
スピーチ「壬生屯所と新選組」 
壬生八木邸主人 洛中 RC会員 八木 喜久男様 
別企画 当日 4時 30分～「壬生屯所」見学  
  
 

-職業奉仕月間- 

 
本日の例会 ライトランチ 
開会点鐘                       〔１２：３０〕  
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
-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 
 閉会点鐘                       〔１３：３０〕 
本日の会合  

第 2回次年度理事・役員会  例会終了後「白川の間」 

 

「情報集会 第６組報告」 

 
平成 30年 11月 27日（火）18:00～ 

於：「木や」 

出席者 リーダー：清水 副リーダー：安澤

佐貫、本田、松下、渡邊（敬称略） 

 

本年度メインテーマ「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」の各テーマを提示いただき、

討論を開始した。 

○価値とは、求めるものではなく、「例会・

事業・委員会・同好会などに出席する事で、

自分と同じ境遇の人と出会える事」また「そ

こで相談することができる人を探し、相談し 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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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たり、相談される立場となれること」の結

果伴うものである。 

○メンバーとの交流を通して、仲良くな

る、親しくなることで、専門的な情報や徳

となる情報を教えてもらえる。その結果今

後の長い人生に於いて一生の付き合いがで

きる友となる。但し、親しい人が退会する

事は、寂しくテンションが低下する。 

○ロータリークラブとライオンズクラブ

の明確な差が分かりにくいが、ライオンズ

クラブの方が広報に長けているので、ロー

タリークラブの活動が目立っていない。こ

れによって、勧誘する際にロータリークラ

ブ入会の利点や代表的活動の説明が難し

い。一般大衆と言われる万人に認識される

事業展開が望まれる。 

 



 

 

 

○先輩と後輩の交流が必要であるが、現

状なかなか声を掛けにくいこともある様だ

が、ロータリーソングにある様に声を掛け

合うことが繋がりや絆となるのではないか。

先輩は後輩に、後輩は先輩に対して「尊敬

と尊重の気持ち」で声を掛け会える関係作

りが必要。 

○ロータリークラブ入会の利点としては、

異種業種間の情報交換と、人脈作りにある。

これを活かすためには学ぶ姿勢と機会が必

要である。 

○活力も魅力も人数に比例する。数は力

なり。 

○家族あってのロータリー活動である。

他者任せではなく、会員それぞれが参加の

家族にサービスをし、手作りの活動を心掛

ける。 

○例会、事業、各委員会、同好会、奉仕

活動などプロセス（実行までの過程）の全

員参加が望ましいが、最低でも理事会への

中間報告を行いながら実行されるべきであ

る。 

○委員会によっては年度内の開催が無い

場合もあるが、年４回程度の開催は必要で

は無いか。 

 

 

以上のように、活発な意見を交換し、懇

親の食事を頂戴しながら、雑談の中に各人

のロータリー感を交歓した。各人からの語

彙に東山ロータリークラブに対する熱い思

いと、より良きクラブにしようと言う気持

ちを確信して散会となった。 

（報告：渡邊恭章） 

 

幹 事 報 告  

■初茶会 

1/25(金)「裏千家」に於いて開催され、坂田会長、平

野幹事、中村（翠）ﾊﾟｽﾄ会長が出席されます。ごくろう

さまです。 

 
■国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 2017-18 年度 

 第 2 回青少年奉仕担当者会議 

1/19 (土)「京都商工会議所」に於いて開催され 

竹之内青少年奉仕委員長、岡武地区ＩＡＣ委員が出

席されます。なお、同日午前中に地区ＩＡＣ委員会も

開催され、岡武地区ＩＡＣ委員は、そちらも出席されま

す。ごくろうさまです。 

 

■新会員歓迎会 

2/5（火）18：00～「晴鴨樓」に於いて開催いたします。

ご出欠のお返事は、1月 29日（火）までに親睦委員

会または事務局までお知らせください。 

 

 

 

１/１６ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ ―新会員スピーチ―「ジュディ オングが魅せられて」木全和博氏、「これが私の生きる道」、岡岩太郎氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 休会  ＊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 新年夜間例会  ＊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 7「茶席に招かれた時の心得」  会員 田中雅一氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー 

１/１７ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「次代を担う子どもたちが希望の持てる「新たな京都」へ」（仮題） 京都府知事 西脇隆俊氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「雛鶴三番叟と上七軒のお正月」  上七軒 中里 立方 尚絹さん、地方 尚鈴さん 

 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」  石井友里様 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「年男放談」 会員 髙橋英明氏、織田鉄也氏、山本拓生氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ ―職業奉仕部門フォーラム―「身近な街の薬局・薬剤師を上手に使おう」 京都府薬剤師会副会長 チカタ薬局 近田厚子氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 休会  ＊ビジター受付はございません 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「私の絵画の世界（内と外）」  京都市立芸術大学 教授 浅野 均氏 

１/１８ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ―イニシエーションスピーチ―「自己紹介と旅行に出かけてストレス解消！～私のお勧めの旅行先を紹介します～」 会員 鵜飼浩隆氏 
（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 「職業奉仕月間に因んで」  会員 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「平成 31 年経済大予想 パート２」 会員 「中国進出企業について」 坂栄二氏、「料理業界について」新造一夫氏、「不動産業界について」細見正博氏 

１/２１ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ロータリーの第二標語～ロータリーの誕生から奉仕理念の確立まで～」 RI 第２６５０地区職業奉仕委員長 宇治鳳凰 RC 会員 中島 健氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「歳男放談」 会員 田畑 喜八氏、中嶌 重男氏、伴戸 恒夫氏 田中 幹人氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「歳男放談」 会員 河瀬 敦氏 諸冨正志氏 大塚棟弘氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「久住高原童心回帰農場に希望の種をまきたい！」 葛見高原童心回帰農場 代表取締役 吉田しのぶ氏 

１/２２ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 職業奉仕フォーラム 

 

 

（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ ―職業奉仕月間に因んで―「未定」 公益財団法人日本電信電話ユーザー協会 西日本 ICT 推進部長 佐々木一敏氏 
 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 『歳男放談＆新入会員スピーチ』 会員 林 甫氏、北山 隆氏、杉井 康夫氏 

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

■お知らせ 

竹之内会員より、事務所移転のご案内 

新住所 〒607-8156  

京都市山科区東野片下リ町 15-1 

075-592-3900、075-592-3901 

（本社住所、ＴＥＬ・ＦＡＸは変更ありません） 

 

 

同 好 会 情 報  

＊ロータリーほろにが会 担当 寄本、安澤 

2/12（火）18：00～「東華菜館」 

＊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） 8:30～「大慈院」 

＊お茶屋文化研究会 担当 中村 、渡邊 

３月１２日(火) 18:00  上七軒 中里 

＊茶道 担当 坂田 

1/29（火）15:00～「関根宅」 

＊ゴルフ同好会 担当 郡 

1/20（日）瀬田ゴルフ 北コース 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜1/8＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 43,000 円 累計 831,000 円 

 達成率 41.6％ 

歳男の皆様、おめでとうございます。 

 佐貫君、中村（弘）君、小山君、福留君 

 岡武君、郡君、山田君 

祝舞、ありがとうございます。 安澤君 

出席 100%、連続 21年自祝。 小森君 

出席 100%自祝。 関根君、上村君 

家内誕生日自祝。 今村君 

誕生日自祝。皆様、明けましておめでとうございます。

 木村君、坂田君、村岡君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 54,000 円 累計 431,000 円 

 達成率 43.1％ 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願

い申し上げます。 

 鈴木君、小林君、稲本君、小山君、川中君 

 谷川君、末松君、中村（弘）君、今村君、中村（翠）君 

 小坂君、木村君、松井君、小森君、柴田君、中塚君 

 吉田（武）君、布施君、 奥田君 

 澤田君、深海君、内藤君、安倍君 

本年もよろしくご指導お願い致します。 

 坂田君、戸田君 

安倍会員、本日はありがとうございます。 村岡君 

 

ロータリー財団 計 30,000 円 累計 724,800 円 

  達成率 51.7％ 

本年もよろしく。 杉﨑君 

皆様、明けましておめでとうございます。 坂田君 

本年もロータリー財団、よろしくお願い申し上げます。 

 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 40,000 円 累計 459,000 円 

 達成率 32.7％ 

一助に。 井上（武）君 

本年もよろしく。 杉﨑君 

明けましておめでとうございます。 中塚君 

新年明けましておめでとうございます。 布施君 

 

希望の風奨学金 計 0 円 累計 69,000 円 

 達成率 17.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

表彰、お誕生日 
おめでとうございます。 

1/8(火) 

新春例会 

歳男放談 クラブ・デー 


