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「ロータリーを学び、実践し、発信しよう ； Enjoy Rotary」 

ＲＩＤ2650ガバナー 中川 基成 

 
1-２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  １月１０日（木）  現次年度理事役員会 

  １月１７日（木）  ３０周年実行委員会 

  １月２４日（木）  例会場が２Ｆ「カサネ」に変更。 

  １月２６日（土）  新年会 桃園亭 １８：００～ 

  ２月 ７日（木）  現次年度理事役員会 

  ２月１４日（木）  ３０周年実行委員会 

  ２月２０日（水）～ 札幌真駒内ＲＣ創立４５周年 移動夜間例会 

  定山渓温泉 花もみじ 

◆地区行事 

 １月１９日（土） 第2回青少年奉仕担当者会議 12：30受付 

 13：00～16：00 京都商工会議所 

 ２月 ９日（土） 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

 12：30受付 13：30～16：00 京都商工会議所 

 ２月１０日（日） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ提唱ｸﾗﾌﾞ委員長並びに提唱校 

 顧問会議 13：00受付 13：30～16：30 

 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 

 ２月１１日（月） 第２回社会奉仕委員長会議 

 13：30～17：00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３８１回例会  ２０１９年１月１０日（木）   Vol.２９-２３

 プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

国家「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

今日の歌「１月１日」 

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 

 松本酒造株式会社 代表取締役社長 

           松本 保博様 

  「松本酒造の酒蔵」 

閉会点鐘    13：30   

 スピーカーのご紹介 

松本 保博
ま つ もと  や すひろ

 様 
 

ご略歴 

近畿大学農学部 卒  S.４４ 

松本酒造株式会社入社 同上 

伏見酒造組合 理事 

松本酒造株式会社 代表取締役社長 

熱帯農業学会 会員 

東高瀬川を美しくする会 会長 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催します。 

２．地区大会の登録締め切りが１月１７日（木）となって

 おります。多数のご参加よろしくお願いいたします。 

３．次週例会終了後、事務局のおいて創立３０周年実行 

 委員会が開催されます。 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

 １月１８日（金） 京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて） 
   ビジター受付は平常通り行われます。 
 
 １月１１日（金） 京都東ＲＣ 

今日の歌  「１月１日」 
 

年の始めの ためしとて 

終りなき世の めでたさを 

松竹たてて 門ごとに 

祝
いお

う今日こそ 楽しけれ 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

３月３０日（土） 

14：00～16：00 会長・幹事・地区委員長会議 

（THE KASHIHARA） 

17：00～19：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

（THE KASHIHARA）  

 

３月３１日（日） 

  7：30～  8：30 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

10：00～12：00 新会員セミナー 

（奈良県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ） 

10：00～12：00 青少年奉仕フォーラム 

（奈良県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ） 

13：00～16：00 地区大会本会議 

（ｼﾞｪｲﾃｸﾄｱﾘｰﾅ奈良） 

16：30～18：00 大懇親会 「絆」 

（THE KASHIHARA）  
 

 多数のご参加よろしくお願いいたします。 

 

織田会員、三田会員 

「新入会員歓迎会」の報告 

 
 

日 時： １２月２７日（木）１８：３０～ 
 

場 所： 祇園きさらぎたかし  
 

参加者： 藤井、菱田、稲掛、井上、児嶋 
  万殿、森、織田、太田、三田、千田 
  瀬田、谷口、德田、内田、上原、王 
  山本、事務局 
 



【 】 小計 4,000円   今年度累計 127,000円 
目標額 400,000円 達成率 32％ 

BOXへ 

 次回の例会 １/１７（木） 

髙橋 英明会員、織田 鉄也会員 
山本 拓生会員 

「年男放談」 

 前回例会報告 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 364,200円 
目標額 613,800円 達成率 59％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田   修 

【 】  小計   0円  今年度累計  64,000円 
目標額 62,000円 達成率 103％ 1人当たり2,000円以上   

内田 勝彦 ・万殿会員、地区委員就任ご苦労様です。 

１月は職業奉仕月間 

【ニコニコ箱】 小計 26,000円 今年度累計 728,400円 
目標額 1,300,000円 達成率56％ 

 

内田 勝彦 

・会員皆様のご協力で何とか半年終りま

 した。ありがとうございます。 

太田 勝彦 ・今年は頑張りました。 

 

林  良訓 

・半年が過ぎましたね、内田丸あと半年 

 がんばって。 

 

出射 靖生 

・皆さん今年も御世話になりました、 

 来年もよろしく。 

井上 正佳 ・今年一年、ありがとうございました。 

BOXへ 井上 正佳、三田 昌資、千田  適 

藤井文治郎、太田 勝彦、稲掛 英男 

 前回例会出席報告  

１２月２７日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２３名（５名）８２．１４％  
ご来客 １名 
１２/１３ＭＵ後の出席率 ８６．２１％ 

 

万殿 慎二 

・本年最終例会、よろしくお願いいたし

 ます。 

中川 俊夫 ・皆様、良いお年を！！ 

千田  適 ・１年間お世話になりました。 

上原 従正 ・今年もお世話になりました。 

児嶋 雄二 ・良いお年を・・・。 

 

吉田  修 

・本年の最終例会を迎えて、皆様よい 

 お年を。 

内山 正元 ・来年は更に良い年にしましょう(^-^) 

 

德田 正彦 

・千田先生、先日の炉辺会合の幹事お世話 

 様でした。 

 

安田  勝 

・井上さん、肖像画ありがとうござい

 ました。 

 

 

吉田  修 

・本日の新入会員歓迎会欠席お詫び。 

 吉田ペットクリニックの忘年会と重なり

 ました。 

 

内田 勝彦 

・本日の新入会員歓迎会楽しみにしてい

 ます。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 495,000円 
目標額 744,000円 達成率 67％ 1人当たり24,000円以上 

クラブ・デー 
第２回クラブ協議会（上半期の締め括り） 

BOXへ 末永  寛、稲掛 英男 

BOXへ 稲掛 英男、井上 正佳 

林  良訓 ・本日も早退させて頂きます。 

万殿 慎二 ・本日の新入会員歓迎会楽しみです。 

德田 正彦 ・新会員の歓迎会出席します、よろしく。 

 

三田 昌資 

・クリスマス家族例会ありがとうござい

 ました。 

 

森  正廣 

・白内障の手術しました。 

 左目だけですが。 

 

万殿 慎二 

・ようこそ佐藤さん 

 よろしくお願いいたします。 

 

吉田  修 

・京都西RC 馬場益弘さんが2021～2022

 年度ガバナーに決まりましたね。 

王   杲 ・本日新入会員の歓迎会です、お楽しみに。 

谷口 泰義 ・新入会員歓迎会たくさんのみます。 

安田  勝 ・新会員歓迎会欠席おわび。 

千田  適 ・よいお年をお迎え下さい。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

森  正廣 ・本年最終例会。 

 

王   杲 

・本日最終例会です。本年大変お世話になり

 ました。来年も宜しくお願い致します。 

出射 靖生 ・年と共に１年が早くなりました。 

林  良訓 ・お久しぶりです。 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都イブニングＲＣ次週スピーチ 

1/11 京都東 例会臨時変更→９日（水） 
＊ビジター受付はありません。 

（金） 京都伏見 ～当たり年会員スピーチ～ 

 京都洛西 「歳男放談」 

 
京都紫竹 

「新春例会 平成31年経済大予想パート１」 
「建設業界について」  会長 井上 弘之様 
「観光業界について」  会員 村上 健治様 

 京都乙訓 「フルート演奏会」 

1/14 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 18：30 「祝日休会」 

1/15 
京都東山 

「情報技術の面白さに魅せられて」 
 公益財団法人京都高度技術研究所  

副理事長・所長 阿草 清滋様 

（火） 
京都西南 

「二人の京都市長に仕えて」～真近に仕
えた二人の市長の素顔と教わったこと～ 
国立京都国際会館事務局長 塚本  稔様 

 

京都洛中 

「京都洛中ロータアクトクラブの現状と
目標」ローターアクト委員長 櫻井 啓孝様 

京都洛中RAC 真壁    悠さん 
室谷咲紀子さん 

 京都洛南 「休会」  
＊ビジター受付はありません。 

1/16

ページ 京都 
―新会員スピーチ―「ジュディ  オング 
  が魅せられて」     木全  和博様 
「これが私の生きる道」 岡  岩太郎様 

（水） 京都西北 「休会」  
＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「新年夜間例会」  
＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 ～マナー講座7～「茶席に招かれた時の 
 心得」     会員 田中 雅一様 

 京都朱雀 クラブ・デー 

1/17 

 京都南 
「次代を担う子どもたちが希望の持てる
『新たな京都』へ」（仮題） 

京都府知事 西脇 隆俊様 

（木） 京都北 「雛鶴三番叟と上七軒のお正月」上七軒 
中里 立方 尚絹さん、地方 尚鈴さん 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「未定」        石井 友里様 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

8：00 

―職業奉仕部門フォーラム― 「身近な
街の薬局・薬剤師を上手に使おう」 

京都府薬剤師会副会長 チカタ薬局 
近田 厚子様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「私の絵画の世界（内と外）」 
京都市立芸術大学 教授 浅 野 均様 

 京都さくら 「休会」  
＊ビジター受付はありません。 

2018～2019年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 内田 勝彦 

副会長 （役員） 万殿 慎二 

会長エレクト （役員） 髙橋 英明 

直前会長 （役員） 林  良訓 

幹事 （役員） 太田 勝彦 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 井上 正佳 

親睦 （理事） 吉田  修 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  上山 泰弘 

ニコニコ  稲掛 英男 

ソング  吉田  修 

出席  瀬田 保二 

炉辺・川クラブ 内山 正元 

職業奉仕 （理事） 中川 俊夫

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 上原 従正 

青少年奉仕 （理事） 山本 拓生 

国際奉仕 （理事） 児嶋 雄二 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 末永  寛 

広報 （理事） 出射 靖生 

会員増強   万殿 慎二 

戦略計画   髙橋 英明 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  林  良訓 

副幹事   山本 拓生 

   児嶋 雄二 

副会計   万殿 慎二 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   森  正廣 

   菱田 匡樹  

 

 
例 会 木曜日  12：30-13：30    

 京都センチュリーホテル 

創 立 1989年(平成元年)７月２７日  

ｸﾗﾌﾞｶﾗｰ  ライトブルー 

姉妹ｸﾗﾌﾞ  台湾三重中央ＲＣ 

 札幌真駒内ＲＣ 

提唱ＩＡＣ 京都府立洛西高等学校ＩＡＣ 

事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

 京都センチュリーホテル内 

 TEL(075)344-5000  

 FAX(075)344-1340 

 E-mail katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

 http://katsuragawarc.com/ 


