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クラブカラー ライトブルー 

【姉妹クラブ】  台湾三重中央ロータリークラブ 

 札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱ＩＡＣ】  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 

 

『 藤右衛門さん邸の枝垂桜 』 



 第１３５０回例会  ２０１８年４月２６日（木）   Vol.２８-３７ 

１．４月２０日（金）京都伏見ＲＣ創立４５周年記念

 例会・式典・祝宴が行われました。会長、幹事が

 出席いたしました。 

２．４月２２日（日）障がいのある人と家族のための

 レクリェーションが行われました。当クラブから

 末永会員、万殿会員、森会員、德田会員、末永夫人

 と上原夫人および洛西高等学校の山口先生と

 神原君が参加いたしました。 

３．本日、ウィズユーにおいて「桂友会」が行われ

 ます。 

４．５月３日（木）の例会は祝日休会です。 

５．５月１０日（木）例会終了後、５月度定例理事

 役員会および次年度理事役員会が開催されます。 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「朧月夜」 

  友愛の握手 

   ご来客のご紹介  

    会長挨拶  

    食事歓談 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

  寄付金報告 

スピーチ    13：00 

 「京都の映画のこれまでと未夢」 

         映画監督   井上 泰治様 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

クラブ・デー 

第４回クラブ協議会 

（地区大会報告） 

 井上 泰治（いのうえ やすじ）様 
 

１９５４年１月２６日生、静岡県福岡市博多区出身 

立命館大学法学部卒業。 

宝塚映画製作所、東映太秦映像でフリー助監督として

活躍し、ＴＶ「長七郎江戸日記」にて監督デビュー 

 

監督作品 

映画「ヒョンジェ」「戦国の勝者」「すもも」 

ＴＶ「水戸黄門」「大岡越前」「江戸を斬る」

 「国盗り物語」「逃亡者おりん」「暴れ八州

 御用旅」「八百八町夢日記」「球形の荒野」

 「門題無ノ介２」他多数 

                     

    「春の家族会」～新緑へのお誘い～ 

日 時： ５月２０日（日） ９時半 

 集合場所：   京福電鉄「出町柳駅」改札口前 
 行き先：    鞍馬寺、貴船神社、川床 貴船「ひろや」 
 会 費： お一人  ５，０００ 円   

 

京都西南RC創立４５周年記念例会・祝宴 
 

 

４月１７日（火）ホテルグランヴィア京都において

創立４５周年記念例会・祝宴が行われました。 

会長、幹事、万殿、森、末永、谷口、德田、内田

吉田の各会員が出席いたしました。 

山本会員 

万殿会員 内田会員 

今日の歌   「朧月夜」 

高野辰之作詞・岡野貞一作曲 
 

菜の花畠
ばたけ

に 入り日薄れ 

見わたす山の端
は

 霞
かすみ

ふかし 

春風そよふく 空を見れば 

夕月
ゆうづき

かかりて におい淡し 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 2,000円  今年度累計 126,000円 
目標額 400,000円 達成率 32％ 

【 】 小計   0円  今年度累計  61,000円 
目標額 60,000円 達成率 100％ 1人当たり2,000円以上   

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月１９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２２名（６名）７８．５７％ 

４月５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．５５％ 

ご来客１名 

次回例会 ５月１０日（木） 
 

-会員スピーチ- 

「青少年交換プログラムについて」 

山本 拓生会員 

  行事予定  

 
４月は母子の健康月間 

太田 勝彦 ・先日の地区協議会おつかれさまでした。 

BOXへ 万殿 慎二、井上 正佳、稲掛 英男 

千田  適、吉田  修、鎌野 孝和 

BOXへ 吉田   修 

 

林  良訓 

・内田さん、京都モーニング２０周年突然

 の代役ありがとうございました。 

安田  勝 ・西南ＲＣ創立４５周年を祝って。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 573,000円 

目標額 720,000円 達成率 80％ 1人当たり24,000円以上 

上原 従正 ・米山奨学生の新学期に寄せて。 

森  正廣 ・東京で「ふぐ料理」を楽しむ。 

◆地区行事 

 ５月 ８日（火）  ロータリーほろにが会５月例会 

 リーガロイヤルＨ京都 18：00～ 

 ６月 ５日（火） 京都市内24ＲＣ連絡協議会 

 第３回会長・幹事会 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽＨ京都 

 17：30受付 18：00～ 

 ６月９日（土） 賛西会 リーガロイヤルホテル京都 

 17：00受付 17：30～ 

 ６月１９日（火） 京都市内24ＲＣ連絡協議会 

 第３回合同幹事会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 

 17：30受付 18：00～ 

◆クラブ内行事    

 ４月２６日（木） 「桂友会」 ウィズユー３Ｆ 17：00～ 

 ５月 ３日（木） 祝日休会 

 ５月１０日（木） 現次年度理事役員会 

 ５月１５日（火） 京都西南RCとの合同例会 

 １７日（木）の例会を日程変更 

 ５月２０日(日） 「春の家族会」 京福電鉄出町柳 9：30集合 

菱田 匡樹 ・早退お詫び。 

 

万殿 慎二 

・西南ＲＣ４５周年たいへん楽しみまし

 た。 

 

吉田  修 

・先日の京都西南ＲＣ４５周年、良かった

 ですね。 

 

林  良訓 

・地区大会報告、山本、内田、万殿さん

 楽しみにしています。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 492,000円 
目標額 599,400円 達成率 82％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

山本 拓生 ・サラちゃん、ようこそ！。 

内山 正元 ・財務省は、ボロボロですね。 

谷口 泰義 ・好い天気、暖かあついですね。 

BOXへ 井上 正佳、末永  寛、稲掛 英男 

鎌野 孝和 

【ニコニコ箱】 小計 12,000円 今年度累計 1,189,250円 
目標額 1,300,000円 達成率91％ 

吉田  修 ・まもなくＧＷ～楽しみです。 

末永  寛 ・春だ。 

 

森  正廣 

・塩尻で「馬さしとあゆの塩焼」をあて

 に一杯。 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和、井上 正佳 

稲掛 英男 

中川 俊夫 ・健康第一です。 

 

林  良訓 

・西南４５周年参加の皆様おつかれさま

 でした。 

 

賛西会のご案内 
 

日 時： ２０１８年 ６月９日（土） 
  １７：００受付 １７：３０開会 

  【ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】 １７：４０～１８：４０ 

  【懇親会】（ジャズ演奏） １８：５０～２０：３０ 
 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 
 

会 費： ９，０００円 

桂友会のご案内 
 

日 時： ４月２６日 １７時～１９時半頃 

会 場： WITH YOU ビル ３階 「オーロラ」の間 

 寺町錦上る西側  

会 費： ￥８，０００－ 

内 容： スピーチ（約３０分） 

  「飲食サービスのウラ・オモテ」 by 望月望氏 

      続けて夕食、フリードリンク、 



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 

「祝日休会」 
【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～ 

５月 ３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】 

「未定」 

＊ビジター受付はありません。 

「薄紅色のワインコンサート～感謝の心とともに～ 」 

「伝統文化を楽しむ」 

「吉忠マネキンの挑戦（話題のロボットマネキ

「次代へ遺したいもの」 

 

「休会」 

「祝日休会」 

「祝日休会」 

 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

 

＊ビジター受付はありません。 

「祝日休会」 

「休会」 

「休会」 

「祝日休会」 

「休会」 

-新会員スピーチ-「自動車の誕生と安全性進化の歴史」 

「祝日休会」 

「祝日休会」 

「休会」 

「祝日休会」 

 

 

 

 

 

神心流尚道館家元・京都東山RC会員 安倍 秀風様 

吉忠㈱ 代表取締役社長 吉田 忠嗣様 

【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 

４月２７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 

４月３０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月 １日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月 ２日 

（水） 

「休会」 

「祝日休会」 

「京の出来事」 

「休会」 

◆ 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 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

 

シンガー 平山 みき様 

「祝日休会」 

「祝日休会」 

学校法人 光華女子学園 理事長 京都西ＲＣ会長 阿部 敏行様 

 

小畑   直樹様 

＊ビジター受付はありません。 


