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 第１３４０回例会  ２０１８年２月１１日（日）   Vol.２８-２７ 

１．２月３日（土）Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙセミナーが開催され

 吉田会員が出席されました。 

２．２月４日（日）第２回社会奉仕委員長会議が

 開催され、上原会員が出席されました。 

３．本日は、札幌真駒内ＲＣとの姉妹クラブ締結式を

 行います。ご出席の会員ご家族の皆様ありがとう

 ございます。 

◇京都東山RC創立５０周年記念例会・祝宴のご案内 

  日 時： ４月２日（月） 受付 １４：３０ 

    記念例会 １６：００ 

    祝  宴 １８：００ 

  場 所： ウェスティン都ホテル京都 

  登録料： １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（2/28〆切） 
 

◇京都モーニングRC創立２０周年記念例会・祝宴のご案内 

  日 時： ４月１４日（土） 受付 １４：００ 

    記念式典 １５：００ 

    記念講演 １５：４５ 

    祝  宴 １８：４５ 

  場 所： 京都ホテルオークラ 

  登録料： １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（2/16〆切） 
 

◇京都西南RC創立４５周年記念例会・祝宴のご案内 

  日 時： ４月１７日（火） 受付 １６：００ 

    記念式典 １６：３０ 

    記念祝宴 １８：００ 

  場 所： ホテルグランヴィア京都 

  登録料： １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（2/28〆切） 
 

◇京都伏見RC創立４５周年記念例会・祝宴のご案内 

  日 時： ４月２０日（金） 受付 １５：３０ 

    例会式典 １６：００ 

    祝宴  １８：１０ 

  場 所： ホテルグランヴィア京都 

  登録料： １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（2/28〆切） 
 

◇京都洛西RC創立３５周年記念例会・祝宴のご案内 

  日 時： ５月１９日（土） 受付 １６：００ 

    記念例会 １７：００ 

    祝宴  １８：１５ 

  場 所： ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

  登録料： １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（3/23〆切） 

 

 

開会点鐘                                      18：00       

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

 会長挨拶   札幌真駒内ＲＣ会長 法福修佳 

    京都桂川ＲＣ会長 林 良訓 

 出席者紹介 

 姉妹クラブ締結式 

 祝辞   国際ﾛｰﾀﾘｰ第2510地区 

     ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  丸山淳士 

 祝宴  

 挨拶・乾杯  京都桂川ＲＣ  児嶋雄二 

 手に手つないで 

閉会点鐘           20：30  

プログラム  

日 時 2018 年２月１日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 内田、万殿、髙橋、林、田中、吉田、中川、
 上原、山本、末永、出射の各会員 
議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 
２．年間行事予定について 
３．来年度の日程について 
４．財団地区補助金について 
５．週報について 
６．その他 

 
 創立２８周年記念例会  

 

日 時： ３月３日（土） １８：００ 

場 所：  京都センチュリーホテル「瑞鳳の間」 

   

 ウェルカムパーティー  
 

日 時： ３月２日（金） １８：３０ 

場 所：  南禅寺「八千代」 ℡ 771-4148 
    左京区南禅寺福地町34  

 

来日について 

３月２日（金）～５日（月） 

メンバー 

Ｃａｒｔｏｎ（会長）さん、Ｌｕｃｋｙ（会長エレクト）さん

Lightさん、Leeさん、Aspirinさん、大澤さん 

ワンさんの７名 

「次年度にむけて」 

  会長エレクト 

内田 勝彦会員 

札幌真駒内ＲＣ ・ 京都桂川ＲＣ 

「姉妹クラブ締結式典・祝賀会」 



日 時 2018 年２月 1 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙橋、内田、中川、王、内山、鎌野、 
 瀬田、末永、山本、児嶋、吉田、万殿の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．札幌真駒内RCとの「姉妹クラブ締結および 
 祝賀会」について  2/10-12 
３．第７回クラブ討論会について  2/15（木）  
４．創立２８周年記念例会について 3/3（土） 
５．第11回桂川流域クリーン大作戦について 3/4（日） 
６．第８回クラブ討論会について 3/15（木） 
７．ＲＹＬＡにつて   5/18～20 

８．西京少年消防クラブに対する支援について 
９．青少年交換受入学校へのお礼について 
10．春の家族会について 
11．その他  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ２月１５日（木） 
 

クラブ・デー 

第７回クラブ討論会 

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２６名（６名）９２．８６％ 

ご来客 １名 

１月１８日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．５９％ 

 
２月は平和と紛争予防/紛争解決月間 

BOXへ 鎌野 孝和、千田  適、井上 正佳 

【 】小計 13,000円 今年度累計 446,000円 
目標額 720,000円 達成率 62％ 1人当たり24,000円以上 

【 】 小計 6,000円   今年度累計 96,000円 
目標額 400,000円 達成率 24％ 

【 】小計  1,000円  今年度累計  61,000円 
目標額 60,000円 達成率 102％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、稲掛 英男 

  行事予定    

◆地区行事    

 ２月１７日（土） 京都洛東ＲＣ創立３０周年記念式典並びに 

 祝宴 ｳｪｽﾃｨﾝ都Ｈ京都 16：00～ 

 ３月 ３日（土） 会員増強アクション会議 

 京都商工会議所 13：00～17：00 

 ３月１０日（土） 京都嵯峨野ＲＣ創立２５周年記念例会 

 祝宴 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞＨ 16：00～  

◆クラブ内行事    

 ３月 ２日（金） 台湾三重中央ＲＣ ウェルカムパーティー 

 ３月 ３日（土） 創立28周年記念例会 

 ３月 ４日（日） 第１１回桂川流域クリーン大作戦  

 ３月 ８日（木） 現・次年度 理事役員会 

德田 正彦 ・平年にくらべて寒いです。 

吉田  修 ・内田さん、きょうはよろしく。 

林  良訓 ・毎日「サムイ・サムイ」 

吉田  修 ・毎日寒いですね。 

 

 

鎌野 孝和 

・大阪市立東洋陶磁美術館で開かれている

 胡人俑展は一見の価値ありです。（個人

 的感想）３月２５日まで。 

【ニコニコ箱】小計 33,000円 今年度累計 919,250円 
目標額 1,300,000円 達成率71％ 

京都西南ＲＣ 

小川 睦美様 

・内田会長エレクト様のスピーチを 

 楽しみにして。 

稲掛 英男 ・内田エレクトのスピーチ楽しみに。 

 

菱田 匡樹 

・内田会員のスピーチ楽しみにして 

 おります。 

髙橋 英明 ・内田さんのスピーチ楽しみに。 

【 】小計 10,000円 今年度累計 376,000円 
目標額 599,400円 達成率 63％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

出射 靖生 ・内田会員のスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・高橋さん、先日はありがとうございました。 

井上 正佳 ・懇親会楽しかったです。 

谷口 泰義 ・内田エレクトに期待して。 

 

万殿 慎二 

・内田エレクトどうぞよろしくお願い

 いたします。 

林  良訓 ・いよいよ札幌の合同例会ですね。 

BOXへ 末永  寛、鎌野 孝和、德田 正彦 

BOXへ 井上 正佳、山本 拓生 

児嶋 雄二 ・札幌真駒内ＲＣ姉妹提携来週です。 

 

安田  勝 

・寒い日がつづきます。 

 春待つ心いっぱいです。 

森  正廣 ・もう２月ですネ。 

出射 靖生 ・朝は思いがけない雪でした。 

 

瀬田 保二 

・寒し日が続きます。 

 かぜひきに御注意を。 

吉田  修 ・先週の新年会欠席お詫び。 

千田  適 ・途中退席おわび。 

上原 従正 ・寒中お見舞。 

林  良訓 ・ガンバレ次年度会長。 

 

稲掛 英男 

・王さん新年会ではお世話になり 

 ありがとうございました。 

 

万殿 慎二 

・千田さんこれからよろしくお願いしま

 す。 

吉田  修 ・内田さんのスピーチお楽しみ。 

 

万殿 慎二 

・王さん、新年会たいへんおいしいお料理 

 ありがとうございます。 

太田 勝彦 ・寒いので、みなさん風邪を引かないで。 

BOXへ 太田 勝彦 



藤井文治郎 出 席 委 員 長 

林   良訓 

髙橋 英明 副会長（会員増強委員長兼任） (役員) 

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

S.A.A. 

会 計 

幹 事 

ソ ン グ 委 員 長 

クラブ管理･運営委員長 

親 睦 委 員 長 
プログラム委員長 

ニコニコ委員長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 内山 正元 

吉田  修 

稲掛 英男 

上山 泰弘 

千田   適 

太田 勝彦 

田中   守 

王    杲 

中川 俊夫 直前会長 (役員) 

内田 勝彦 会長ｴﾚｸﾄ ） (役員) 

鎌野 孝和 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

瀬田 保二 (理事) 

山本 拓生 

児嶋 雄二 

末永  寛 

職業奉仕委員長 

青少年奉仕委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 (理事) 

(理事) 

(理事) 

出射 靖生 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員

吉田  修 公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 (理事) 

(理事) 

児嶋 雄二 

菱田 匡樹 

森  正廣 

上原 従正 

万殿 慎二 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

内田 勝彦 戦 略 計 画 委 員 長 

「職業奉仕ＤＶＤ鑑賞」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

18：00～ 

18：30～ 

京都ｲﾌﾞﾆﾝｸ  ゙

京都さくら 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ  8：00～ 

２月１５日 

（木） 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ 

ｺﾚｸｼｮﾝＨ京都 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

「休会」 

＊ビジター受付はありません。 

「京女と江戸東京の女-京都イメージを探る-」 

～新会員スピーチ～ 

「休会」 

「追悼例会」～故 内藤 雅夫 会員を偲んで～ 

 

「休会」 

「聖徳太子と日本の宗教」 

｢休会｣ 

Trio monaca 

大木 義秀様、橋本 幸司様、渡邊 恭章様 

地区広報委員会 委員長 奈良大宮ＲＣ会員 髙野  治様 

花園大学元副学長 文学博士 芳井 敬郎様 

「祝日休会」 

「休会」 

「RIの広報戦略と地区の取組」 

-国際奉仕フォーラム-「11月に開催したカンボジアミッションについて」 

「商社時代のはなし 」 

「緊迫の国際情勢と日本外交」 

「Trio monaca After noon Concert ～優雅な音楽～」  

「祝日休会」 

「高校野球こぼれ話」 

｢京都北ローターアクトクラブ2017-18年

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

京都北ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会長 青島 佳おりさん 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

沼田 春奈会員、西田 盛之会員 

＊ビジター受付はありません。 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ブライトンＨ】 

【京都ｴﾐﾅｰｽ】 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

２月９日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 18：30～ 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

２月１２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月１３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月１４日 

（水） 

クラブデー 

「創立３０周年記念式典並びに祝宴」の為変更 

「婚活の現状について」 

「会員スピーチ」 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

2017～2018年度  役員・理事・委員会構成 

友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上原 従正 

藤林 佳弘様 

会員 福田 武樹様 

＊ビジター受付はありません。 

奉仕プロジェクト委員長  

前田 純一委員長 

 

 

高橋 誠一郎様、洞本 晶男様 

「祝日休会」 

「祝日休会」 

内藤 雅文様 

東北大学 名誉教授    田中 英道様 

立命館大学 特別招聘教授 薮中三十二様 

学校法人同志社 総長・理事長 八田 英二様 

＊ビジター受付はありません。 


