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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）【1】名  ビジター 0名 
出席者 45（14）【0】名 ゲスト    5名 

出席率 71.4％  
第 2459出席率 81.36 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

 
次週の例会 4月 9日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 
新入会員スピーチ  赤木 厚君、藤居一彦君 

クラブ・アッセンブリー 次年度予算審議 
 
次週の会合 
第 5回次年度理事・役員会  例会終了後「千草の間 2」 
 

-母子の健康月間- 

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 
新入会員入会式 
表彰 
幹事報告 
今月のお祝い 
閉会点鐘        〔１３：３０〕 
 
本日の会合  

第 10回定例理事・役員会 例会終了後「千草の間 2」 
 
 

「入会して」 

 

会員 藤居 一彦 

 

昨年 12 月に、坂田均会長と小森直之会員

にご推薦を頂きまして、ご縁が有り京都東山

ロータリークラブに入会させて頂きました、

藤居一彦と申します。どうぞ宜しくお願い致

します。 

仕事は建設や不動産に携わっております。 

若い頃から多くの人に会いたくて、色々なク

ラブや団体にも出席させて頂きました。現在

も他の奉仕クラブにも籍を置いており、ゆっ

くりながら色々と活動してまいりました。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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  
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今回は伝統と歴史のある京都東山ロータ

リークラブに入会させて頂き、嬉しい気持

ちと共に、まだ仕事に追われる事も多いの

で、週 1 回の例会に出席出来るのか？等、

不安な気持ちも有りました。当クラブには

大先輩が多くいらっしゃいますので、色々

と教えて頂きながら、同時期に入会しまし

たメンバーも何人か共仲良くさせて頂いて

おり、同好会等も有りますので、少しづつ

楽しもうと思っております。坂田会長もそ

のうちの御一人ですが、今までに色々な出

会いがあり、素晴らしい友人もたくさん出

来ましたので、もっと素晴らしい出会いが

たくさん有ると嬉しいなと思っています。 



 

 

違う奉仕団体でも共通した部分も有るので

すが、やはり色々と違う部分も多く、分か

らない事ばかりですので、皆さまのご指導

をお願いする事が多くあると思いますので、

何卒宜しくお願い致します。 

奉仕活動の原点は、親睦も非常に大切だ

と思っていますので、色々と楽しんで、そ

れで会長テーマであります、ロータリーの

価値を探せたら、最高だと思います。焦ら

ずにボチボチとやって行きますので、皆さ

ま宜しくお願い致します。 

 

 

今月のお祝い  

❁誕生日 

吉田（良）君 １日 藤居君 ２日 

山田君 ７日 関根君 ９日  

中川君２３日  深海君２４日  

吉田（武）君２６日 

 

❁夫人誕生日 

村田君夫人 明美さん  ２日 

川中君夫人 喜美子さん ６日 

橋本君夫人 由花さん １０日 

 律子さん １６日 

末松君夫人    幸子さん ２４日 

小山君夫人 久子さん ２５日 

君夫人 美恵子さん ２７日 

 

❁結婚記念日 

福留君 ４日 柴田君 ４日   

小坂君 ７日 中川君１１日  

山田君１１日 佐貫君１３日  

岡武君２０日 永井君２４日 

小山君２６日 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介 

◆江向 耕一郎(えむかいこういちろう)会員 

勤務先：京都市右京区西京極南庄境町 63-2 

都スクリーン株式会社 代表取締役 

TEL：075-314-1151 

Fax：075-314-1141 

京都市西京区山田大吉見町 20-14 

TEL：075-392-7619 

職業分類 印刷 

推薦者：小坂 文夫・安澤 英治  

 

◆池田 敏子（いけだ としこ）会員 

自宅：京都市右京区西京極西大丸町 23番 

ファミール西京極 601号 

TEL：075-312-9117 

FAX：075-312-9117 

職業分類 薬剤師 

推薦者：戸田 義高・安澤 英治  

 

◆加藤丈尋（かとうたけひろ）会員 

勤務先・自宅：京都市山科区川田御出町 50-22 

株式会社丈夫窯 代表取締役  

TEL・Fax：075-592-5479 

職業分類 陶芸 

推薦者：岡武 和暁・村田 好謙 

 

◆髙橋一也（たかはしかずや）会員 

勤務先・自宅：京都市左京区田中西樋ノ口町 2 

株式会社髙橋瓦店 取締役 

TEL・Fax：075-712-4800 

職業分類 建設請負業 

推薦者：小森 直之・川勝 裕之 

 

 

幹 事 報 告  

■新会員入会式 

本日、新会員として、江向 耕一郎君、池田 敏子君、

加藤 丈尋君、髙橋 一也君をお迎えします。ご活躍

を期待致します。 

 

■2019学年米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰのためのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ

ﾝ・歓迎会 

4/6(土)メルパルク京都に於いて開催され、

次年度米山委員長・カウンセラーが出席されます。ご

くろうさまです。 

 



 

同 好 会 情 報  

＊禅の会 担当 井川、茂山 

4/16(火) 8：00～「大慈院」 

＊野球同好会 担当 村岡 

交流試合 4月30日（火祝）京セラドーム大阪 

＊軽音楽同好会 担当 清水 

4/23（火）20：00～「ｽﾀｼﾞｵ246」 

＊ロータリーほろにが会 担当 寄本、安澤 

4/9（火）18：00～「リーガロイヤルホテル京都」 

 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜3/26＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 53,000 円 累計 1,243,000 円 

 達成率 62.2％ 

井上理砂子様、本日スピーチありがとうございます。 

 鈴木君、小山君、佐貫君、中村（翠）君、木村（安）君 

 中村（弘）君、坂田君、小森君、平野君、清水君 

 吉田（武）君、関根君、岡武君、村岡君 

 布施君、中西君、安倍君、赤木君、 

結婚記念日自祝。 井上（武）君 

家内誕生日自祝。 谷川君 

梅は散ったか、桜はもうすぐ、皆さんありがとうござい

ます。 戸田君、安澤君 

茂山忠三郎さん、先日はお世話になりました。ありが

とうございます。 松井君 

平野さん、記念品ありがとうございます。エースになり

そうです。 山田君 

弘吉先生の無言の圧力に乾杯。 茂山君 

本日スタジオ初参加、よろしくお願い致します。 

 大倉君 

 

 

クラブニコニコ箱 計 2,000 円 累計 593,000 円 

 達成率 59.3％ 

春らしい日となりました。 坂田君 

 

ロータリー財団 計 55,000 円 累計 1,040,100 円 

  達成率 74％ 

 ＄100 万ランチ差額寄付  

 11/20 38,500 円、3/19 50,600 円 

 ポリオプラスへ寄付 計 89,100 円 

春が来た。 中村（弘）君 

一助に。 木村（安）君、佐貫君、安倍君 

福留さん、ありがとうございました。 川勝君 

大倉さん、軽音楽同好会今晩お待ちしています。 

 清水君 

 

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 0 円 累計 584,000 円 

 達成率 41.7％ 

 

希望の風奨学金 計 0 円 累計 83,000 円 

 達成率 20.8％ 

 

 

 

 

 

 

４/３ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員スピーチ「南座四百年の『たすき』をお預かりして」  藤田 孝氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 例会変更  ＊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 「最新の京都経済の動向について」  帝国データーバンク京都支店 財務ｱﾅﾘｽﾄ 齋藤英則氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H ﾏﾅｰ講座 10「仏壇の設置及び処分について」 会員 田中雅一氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「朱雀塾」  前田正彦氏、橋本眞一氏 

４/４ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 新会員スピーチ 「ご縁を感じて」高橋克典会員、「５０歳を迎えて～人生の節目～」安本晃通会員、「我が人生記」 芦刈秀城氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会時間変更  ＊ビジター受付はございません 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「京都国際観光の現状と課題」   （公財）京都文化交流コンベンションビューロー国際観光コンベンション部部長 （公社）京都市観光協会国際誘客推進部部長   赤星 周平氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「私の履歴書」  会員 田中真壹氏、戸川隆博氏 
 京 都 桂川 ｻ゙･ｻｳｻ゙ﾝﾄ゙･ｷｮｳﾄ 「会員スピーチ」  内山正元氏、田中 守氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「未来の声を、聞こう、いま、私たちにできること」  ＮＰＯ法人子育ては親育て・みのりのもり劇場 伊豆田千加氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「会計よもやま話」  村尾愼哉氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「台湾・三重北區ＲＣ訪問報告」  会長 松本恒司氏、国際奉仕委員長中野種樹氏 

４/５ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「台南訪問道中記」  ｵﾝ・ﾂｰ台南 2019 実行委員長 小池薫氏、実行委員 仲田吉儀氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～新会員スピーチ～奥  達也氏・西村隆治氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「サンドブラストガラス工芸の魅力」  ガラス工芸作家 宝塚すみれギャラリー主催 山田えいこ氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「新入会員スピーチ」橋本伊有子氏、「クラブ・フォーラム③国際奉仕について」 原田孝一朗氏 

４/８ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「私の職業と歓び」  会員 武田敏也氏、安井隆廣氏、由良 徹氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 例会日時・場所変更  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「2019-20 年度青少年交換派遣予定学生紹介」  生木 尊氏、会員 八木 透氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「腸が変われば身体は変わる」  ㈱玄米酵素 大阪支店長 畠中雅規氏 

４/９ 京 都 西南 ｻ゙･ｻｳｻ゙ﾝﾄ゙･ｷｮｳﾄ 「京都における“よしもと”」～吉本興業が京都の皆様とご一緒させて頂く事業のご紹介～ 吉本興業株式会社 経営戦略本部、株式会社きょうのよしもと 代表取締役社長 木村深雪氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 例会の時間・場所 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 『津軽三味線演奏』 和太鼓奏者、邦楽打楽器奏者、津軽三味線奏者 山内利一様 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

 

 

3/26（火） スピーチ 
井上 理砂子 様 

 

3/30（土）-31（日）  
地区大会  

於：「ジェイテクトアリーナ奈良」 

「THE KASHIHARA 旧橿原ロイヤルホテル」

「奈良県社会福祉総合センター」 


