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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 67（18）名 出席者 42（11）名 ビジター 1名 

出席率 70％ ゲスト 2名 
第 2456出席率 73.3 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 3月 19 日（火） 於：東館４Ｆ「鳳凰の間」 
クラブ・フォーラム（クラブ管理運営委員会） 

担当 クラブ管理運営委員長 福留 幸一君 

クラブ・アッセンブリー・中間収支報告 

（＄100万ランチ） 
 
次週の会合 

第 4回次年度理事・役員会  例会終了後「千草の間 2」 
 
 

-水と衛生月間- 

本日の例会 クラブ・デー 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
君が代斉唱 ロータリーソング♪  

会長挨拶 
来客紹介 
表彰・奨学金授与 
幹事報告 
スピーチ「文化財保存について」 
株式会社 老松 代表取締役社長 
 太田 達（おおた とおる)様 
今月のお祝い 
閉会点鐘        〔１３：４０〕 
 
本日の会合  
第 9回定例理事・役員会 例会終了後「平安の間」 
 

「ロータリーの友 3月号」の 

見どころについて 

 

雑誌委員長 井上 正博 

 

ロータリーの友 3月号では、国連の指定し

た 3月 22日「世界水の日」に因み、6つの重

要分野の中の一つ「水と衛生」を特集してい

ます。 

世界中で関心を集めている水問題。貧しく

設備の整わない国に「安全できれいな水を」

と活動を進める一方で、多くの震災を経験し

たわが国でも「断水」「水不足」が他人事で

なくなっています。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

    2019 年 3 月 12 日 第 2461 回例会 Weekly Bulletin №51-44-31 

 

今回の特集では各地のロータリアンたち

の活動の詳細が紹介されており「今、自分

がロータリアンとしてできる事」を改めて

考えさせられる内容となっております。 

また、ちょっとした息抜きに是非読んで

みていただきたいのが 65、66ページの「俳

壇・歌壇・柳壇」のコーナーです。日々邁

進しておられるロータリアンの皆様の、ユ

ニークで巧な言葉選びに思わず頬が綻びま

す。十数文字の限られた世界に描かれる生

き生きとした日常は、お見事という他あり

ません。ぜひご一読ください。 

 



 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続 ６年間：布施君 

❁誕生日 

小坂君 ５日    山本君 ８日  

名筯君１３日    上村君２０日 井川君２２日  

松井君２７日  竹之内君２７日 中塚君２８日  

❁夫人誕生日 

中塚君夫人 陽子さん  ６日 

谷川君夫人 久子さん  ６日 

深海君夫人    広子さん    １６日 

上村君夫人 智江さん １７日 

小坂君夫人 美子さん １９日 

柴田君夫人 多美子さん ３１日 

渡邊君夫人 由美子さん ３１日 

❁結婚記念日 

安澤君 １日 井上（武）君 ２日  深海君 ３日 

奥田君 ６日 薮下君 ８日  中塚君 ９日    

松井君１２日 今村君２４日  布施君２４日  

西村君２４日 茂山君２８日  小林君３０日 

 

 

幹 事 報 告  

■金沢南ロータリークラブ創立 50 周年記念式典  

会員 26名、夫人 2名、事務局 1名が、姉妹クラブ提

携 5０周年記念例会に出席し、大変有意義な交流を

図ることができました。 

 

■会長エレクト研修セミナー（PETS） 

3/ 17 (日)京都ホテルオークラに於いて開催され 

小坂会長エレクトが出席されます。 

ごくろうさまです。 

 

同 好 会 情 報  

＊ロータリーほろにが会 担当 寄本、安澤 

3/12（火）18：00～「ウェスティン都ホテル京都」 

＊禅の会 担当 井川、茂山 

4/16(火) 8：00～「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 

＊野球同好会 担当 村岡 

練習 3月26日（火）午後2時～4時 岡崎グランド 

交流試合 4月30日（火祝）京セラドーム大阪 

＊茶道同好会 担当 坂田 

3月14日（木）13：30～ 関根宅 

＊軽音楽同好会 担当 清水 

3/26（火）20：00～「ｽﾀｼﾞｵ246」 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜2/26＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 27,000円 累計 1,084,000円 

 達成率 54.2％ 

次年度ガバナー補佐として、貴クラブを担当させて頂

きます。ご挨拶に参上しました。よろしくお願い致しま

す。 次年度ガバナー補佐 京都南 RC 

 西村 信行様 

広報クラブ・フォーラム 担当中西広報委員長、本日

はごくろうさまです。 

 佐貫君、小山君、今村君、中村（翠）君、小森君 

 本田君、岡武君、村岡君、布施君、山田君、安倍君 

３/１３ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ ローターアクト週間に因んで「周年会長の過去と今」  京都ローターアクトクラブ会長 福士裕大様 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H クラブ・デー「青少年部門 第 6 回クラブ・フォーラム」 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「2040 年の大学―予測困難な時代に求められる大学とはー」 学校法人花園学園 花園大学 大学改革・IR推進室係長 室津龍之介氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H クラブ・デー 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー「新会員スピーチ」 末友久史氏 

３/１４ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 創立 65 周年記念例会  ＊ビジター受付はございません 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「社員の採用と接し方」  キャリアコンサルティング協議会 認定 キャリアコンサルタント 堀江和人氏 

 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 「京都の伝統と文化に携わって～五条坂茶わんネットワークを中心に～」  ㈱マックス 代表取締役 上村明美氏 
 京 都 桂川 ｻ゙･ｻｳｻ゙ﾝﾄ゙･ｷｮｳﾄ 「京都の災害と消防の歴史」  京都市西京消防署長 山田俊哉氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「伊勢志摩サミットに参画して」  近鉄不動産（株）ﾊﾙｶｽ運営部 部長 西畑宏昭氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「IT ベンチャーの創業から上場まで」  ﾊﾟｸｻｳﾞｨｱ創業ﾊﾟｰﾄﾅｰ 荒木篤実氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ F＆F デイ「音楽例会」  ＊ビジター受付はございません 

３/１５ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「大嘗祭について」  会員 中田幹男氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 国際奉仕クラブ・フォーラム 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「歌が伝えるもの」  僧侶・歌手（浄土真宗本願寺派 明覺寺住職） 柱本めぐみ氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「歴史シリーズ③ 古墳の話」  龍谷大学名誉教授 岡崎晋明氏 

３/１８ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 例会臨時変更 京都紫野 RC との合同例会  ＊ビジター受付は平常通り 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 京都西 RC との合同例会「鏡作りの山本家と青銅鏡の歴史」  ㈱山本合金製作所 取締役 山本富士夫氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「鉄道オタクのとっておきの話」  ㈱伴戸商店 代表取締役 京都紫野 RC 会員 伴戸恒夫氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 3/25 次回例会予定 

３/１９ 京 都 西南 ｻ゙･ｻｳｻ゙ﾝﾄ゙･ｷｮｳﾄ 「京都経済センター構想の概要」 一般社団法人京都知恵産業創造の森 専務理事 山下徹朗氏 

 

 

（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「私の生い立ちとラオス地方の教育の課題」  京都大学大学院 ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ地域研究研究科 博士課程 留学生 ﾍﾟｯｻﾀﾞｰ ｱﾐｯﾄ様 
 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 



 

京都マラソン応援ありがとうございました。 

おかげ様で、完走できました。  

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 2,000円 累計 561,000円 

 達成率 56.1％ 

スキー同好会、ありがとう。 小山君 

 

ロータリー財団 計 0 円 累計 876,000円 

  達成率 62.5％ 

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 15,000円 累計 549,000円 

 達成率 39.2％ 

スキー同好会、楽しかったです。ありがとうございまし

た。 坂田君 

中西広報委員長、本日はごくろうさまです。 

 吉田（武）君 

 

希望の風奨学金 計 0円 累計 78,000円 

 達成率 19.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/26(火) 

 クラブ・フォーラム 

（広報） 

3/5-6 

金沢南ロータリークラブ 

創立 50周年記念式典訪問 


