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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 72（18）【1】名  ビジター 2名 
出席者 46（10）【1】名  ゲスト   1名 

出席率 73％  
第 2464 出席率 82.1％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 
次週の例会 5月 28日（火） 於：東館２Ｆ「山城の間」 
スピーチ「青少年保護について」

   柴田 正明様 

 竹之内米貴君 
       （ﾗｲﾄﾗﾝﾁ） 
次週の会合 
次年度引継協議会     東館４Ｆ「鳳凰の間」 
 

-青少年奉仕月間- 

 
本日の例会 米山ランチ 
開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪  

会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
スピーチ「即位の花」 

   華道家元池坊 次期家元 池坊専好様 
閉会点鐘        〔１３：３０〕 
 
本日の会合  
第 6回次年度理事・役員会 例会終了後「平安の間」 
 
 
 

「入会して」 

 

会員 加藤 丈尋 

 

今年 4月に、村田好謙会員、岡武和暁会員

のご推薦をいただき入会をさせて頂きまし

た、加藤丈尋（かとう・たけひろ）と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

私は 1968 年京都市に生まれ、20 歳で陶芸

の道に入りました。京焼・清水焼の窯元 丈

夫窯（じょうぶがま）の当主として、また陶

芸作家として日展などの展覧会に作品を出

品するような活動をしております。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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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丈夫窯の作品の特徴は色鮮やかなものが

多く、近年では海外のデザイナーとのコラ

ボレーションや、洗面ボウルやアートパネ

ル（タイル）などの建築素材の製作にも取

り組んでいます。作家としての作品はモノ

トーンのものが中心です、機会がございま

したら是非ご高覧下さい。 

昨年には陶歴 30 年を迎えることが出来

ましたが、今までの 30年間は技術向上を一

番の目標として土に触れ研究を重ねて参り

ましたが、これからは技術向上だけではな

く、ものづくりをする者として人間力の向

上も必要だと考えるようになりました。 



 

 

このたび、ご縁をいただきまして伝統の

ある京都東山ロータリークラブに入会させ

ていただき各分野でご活躍なさっている諸

先輩方とご一緒させて頂くことにより人間

力を高めて後継者育成・社会貢献などを出

来る人間になりたいと願っています。 

京都東山ロータリークラブの仲間として

仲良くして頂きましてご指導・ご鞭撻のほ

ど、よろしくお願い致します。 

 

 

幹 事 報 告  

■米山ランチ  

本日は米山ランチを実施致します。会員諸兄姉、ビ

ジター各位のご協力をお願い致します。 

 

■2018-19 年度京都市内 24RC 連絡協議会  

第 3 回会長・幹事会（現・次年度合同） 

5/28(火)「京都ブライトンホテル」に於いて開催され、

坂田会長、小坂会長エレクト、平野幹事、安澤次年

度幹事が出席されます。ごくろうさまです。 

 

■あなたの母国で良いことをしよう！ 

「ロータリー財団補助金勉強会」は、世界各地でロー

タリー財団がどのような奉仕活動をしているかを知っ

ていただき、こんなことが私の国でも出来たらいいな

ぁ！などとイメージして頂ければと考えています。 

お国の現状をうかがい、我々ロータリアンが何かお役

に立てることがあれば、ぜひ応援していきたいと思い

ます。（勉強会終了後、懇親会を準備しております。

ぜひご参加ください。） 

「ロータリー財団補助金勉強会」 

日時   2019 年 5 月 26 日(日) 11 時開始、14 時ご

ろ終了予定 

場所   京都 木や（京都市山科区音羽稲芝 11-1） 

参加対象  留学生 他（定員20人）（１ヶ国2名まで）  

参加費用  無料 

 

 

同 好 会 情 報  

＊野球同好会 担当 村岡 

練習試合結果 

５月６日 ＶＳ伏見ＲＣ  

第１試合 ９－７ 勝利 

第２試合 ６－３ 勝利 

全国ＲＣ野球大会 

５月２５日（土）ＶＳ前橋中央ＲＣ ８：３０試合開始＜甲

子園のベンチに入ってみたいな～！と思われ応援に

来ていただける方は、村岡までご一報ください。駐車

場もございます＞ 

同好会初の紅白戦 

６月１８日（火）１２：３０～１３：４５ 岡崎グランド＜応

援？見物？冷やかし？大歓迎です＞ 

＊軽音楽同好会 担当 清水 

5/28（火）20：00～「ｽﾀｼﾞｵ246」 

6/25（火）20：00～「ｽﾀｼﾞｵ246」 

＊禅の会 担当 井川、茂山 

6/11（火）8:30～「大慈院」 

＊ハングル同好会  

5/28（火）AM11 時～12 時「西館 3Ｆエレベーター前」 

＊ハンバーグとオムライスを食べる会 

担当 村岡、福留 

5/21（火）18：00～「五建ういろ本店 2Ｆ茶房五建」 

料理人：ハンバーグ・杉﨑、オムライス・谷川 

 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜5/7＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 72,000円 累計 1,467,000円 

 達成率 73.4％ 

本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

 小山君、杉﨑君 

親入会員歓迎会、親睦の皆様、御苦労様です。 

 佐貫君 

出席 100%表彰自祝。 西村君 

結婚記念日自祝。 村田君、川勝君、村岡君 

 澤田君、藤居君、江向君 

夫人誕生日自祝。 坂田君、福留君 

 布施君、赤木君 

誕生日自祝。  

茂山さん、舞をありがとうございます。 

 中村（弘）君、小森君、中塚君、竹之内君、平野君 

 安倍君、森田君、大倉君 

新入会歓迎会を催して頂き、ありがとうございます。 

 江向君、加藤君、髙橋君、池田君 

ドーム三振、反省。 髙橋君 

 

クラブニコニコ箱 計 8,000円 累計 716,000円 

 達成率 71.6％ 

皆様、お久しぶりです。 坂田君 

奉祝！令和と本日お祝の皆様。 吉田（武）君 

昨日の完投勝利自祝。 岡武君 



 

舞います！ 茂山君 

 

ロータリー財団 計 10,000 円 累計 1,212,100円 

  達成率 86.5％ 

後、2 ヶ月。ロータリー財団ご協力のほど、宜しくお願

い致します。 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 20,000円 累計 654,000円 

 達成率 46.7％ 

一助に。 井上（武）君、布施君 

 

希望の風奨学金 計 0円 累計 83,000円 

 達成率 20.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５/２２ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「校庭の芝生化と京都学生祭典」  吉忠（株） 代表取締役社長 吉田忠嗣氏 
（水） 京 都 西 北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 「渋谷今昔」 金王八幡宮 宮司  京都渋谷 RC 会員 比留間広明氏 

 京 都 北 東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「ライラ報告会」クラブ・デー  ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 西村尚也氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H ﾏﾅｰ講座 12「ﾊﾟｰﾃｨ―・結婚式に招かれた場合のﾏﾅｰ講座」 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ京都宴会ｻｰﾋﾞｽ部次長 西澤智司氏 
 京 都 朱 雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「深まる苦しみ・・・ひろがる傷口」  亀岡交通事故被害者の会 中江美則氏 

５/２３ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「私の生いたちと職業」大江孝明会員 「優柔不断と剛毅果断」川崎照晃会員 「半生振返りと今後の展望について」小川信也会員 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「内田あや J-country ライブ」  シンガー 内田あや様 

 京 都 洛 北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「ホタルの一生について」  京都ホタルネットワーク会長 西野 伸氏 
 京 都 洛 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「和文化体験を通じて訪日観光客に伝えたいメッセージ」  和文化体験施設 Ami Kyoto 代表 山本貴美子氏 
 京 都 桂 川 ｻ゙･ｻｳｻ゙ﾝﾄ゙･ｷｮｳﾄ 「会員スピーチ」  藤井文治郎氏、安田 勝氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「米山奨学生について」  京都ﾓｰﾆﾝｸﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 太田和夫氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「ご縁、笑顔、ありがとうの中で生きたい」  お茶を売るお花屋さん ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾓﾆｰ 代表 小林 正氏 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 休会  ＊ビジター受付は平常通り 17：00-18：00 

５/２４ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ヒト、山に登る」  会員 左右田健次氏 
（金） 京 都 伏 見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 青少年奉仕クラブ・フォーラム「地域活動におけるプロスポーツが担う役割」 ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ KYOTO㈱ 代表取締役社長 高田典彦氏 

 京 都 洛 西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「RYLA 受講報告」  ㈱旭堂楽器店勤務 石塚 光氏 
 京 都 紫 竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「深泥池守り半世紀」  深泥池を美しくする会 会長 木村 満氏 

５/２７ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ワイン醸造のあれこれ」  丹波ﾜｲﾝ（株）醸造責任者 ﾜｲﾝ醸造技術管理士 内貴麻里氏 
（月） 

 

京 都 紫 野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 会員ｽﾋﾟｰﾁ  小林田巳生氏、山口博也氏、吉田光一氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 会員ｽﾋﾟｰﾁ「イタリア紀行 Ⅶ」  会員 江谷 寛氏 
 京 都 平 安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「古事記を読む」  会員 脇 巌氏 

５/２８ 京 都 西南 ｻ゙･ｻｳｻ゙ﾝﾄ゙･ｷｮｳﾄ クラブ・デー 
（火） 京 都 洛 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「知っているようで知らないＩＴの世界」 ｲﾝﾌｫﾆｯｸ㈱ 経営管理部 経営企画室 見浦秀美氏 

 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 

お誕生日・表彰おめでとう
ございます。 

新米山奨学生 
趙 巡越 様 

（ジャオ シユンユエ） 

5/7（火） クラブ・デー 祝言小舞 

「木遣りうた」の披露 
（元会員西尾様 寄本会員） 

5/14（火） 
ロータリーほろにが会  

於：菊水 


