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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 

  ２月２１日（木）  休会 

  ２月２８日（木）  京都西南RCとの合同例会 

◆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１３８２回例会  ２０１９年１月１７日（木）   Vol.２９-２４

 理事役員会 

日 時 2019 年１月１０日(木) 京都ｾﾝﾁｭﾘｰH 
出席者 内田、万殿、髙橋、太田、田中、井上、吉田、 
 上原、山本、末永、出射の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．後期会費納入状況について 
３．第６回ｸﾗﾌﾞ討論会について（職業奉仕）1/24（木） 
４．新年会について       1/26（土） 
５．第７回ｸﾗﾌﾞ討論会について（社会・国際奉仕）2/21（木） 

６．札幌真駒内ＲＣ創立４５周年記念「移動夜間例会」に 

   ついて  2/20～22（水・木・金） 
７．地区大会について  
８．国際学生の家の協力金について 
９．山林防火啓発用看板の作製に伴う協賛について 
10．第３回炉辺会合について 
11．３０周年について 
12．会員増強について 
13．その他 ・川クラブ友好の集いについて 

 

 例会休会および開催日の変更について 

 １月の理事役員会において、 ２月２１日（木）の例会を

休会とし、５月３０日（木）の休会を通常例会とすること

が承認されました。 

 また、５月２日（木）の例会も休日となりましたので、 

休会といたします。   

 プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

今日の歌「ペチカ」 

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 

 髙橋 英明会員、織田 鉄也会員 

 山本 拓生会員 

  「年男放談」 

閉会点鐘    13：30   

１．本日例会終了後、事務局のおいて創立３０周年実行 

 委員会が開催されます。 

２．１月１９日（土）京都商工会議所において、第２回 

 青少年奉仕担当者会議が開催されます。山本青少年奉仕

 委員長が出席されます。 

 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２２日（火） 京都東山ＲＣ 
 １月２３日（水） 京都朱雀ＲＣ 
 １月２４日（木） 京都イブニングＲＣ 
   京都さくらＲＣ 
 １月３１日（木） 京都洛東ＲＣ 
   京都モーニングＲＣ 
   京都さくらＲＣ 
   以上、ビジター受付はありません。 

2018-19年度 炉辺会合 
 

 本年度第３回炉辺会合を３月末までに開催いただき 

会合終了後には事務局まで報告をお願いします。 

テーマ 「会員増強について」 

     

 クラブ管理運営委員長 内山 正元 

 リーダー  

1 
 松尾、 藤井、 児嶋、 出射 

 近藤、 太田、 山本 
上山 

2 
 安田、 鎌野、 田中、 稲掛 

 内山、 万殿、 菱田 
井上 

3 
 谷口、 上原、 末永、 森、 

 髙橋、   王、 山田、 三田 
林 

4 
 德田、 瀬田、 千田、 中川 

 内田、 織田、  
吉田 

 炉辺会合のご案内 

今日の歌   

「ペチカ」 
 

北原白秋作詞 山田耕筰作曲 
 

雪のふる夜は たのしいペチカ 

ペチカ燃えろよ お話しましょ 

むかしむかしよ 

燃えろよ ペチカ 

 次年度理事役員会 

日 時 2019 年１月１０日(木) 京都ｾﾝﾁｭﾘｰH 
出席者 髙橋、山本、万殿、内田、井上、田中、吉田 
 上原、末永、森の各会員 
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．その他 ・３０周年の骨子報告 



【 】 小計 8,500円   今年度累計 135,500円 
目標額 400,000円 達成率 34％ 

BOXへ 

 次回の例会 １/２４（木） 

クラブ・デー 
第６回クラブ討論会 

 

（職業奉仕） 
職業奉仕委員 谷口 泰義会員 

 

「３０周年について」 
３０周年実行委員長 千田   適会員 

 前回例会報告 

【 】 小計 13,500円 今年度累計 377,700円 
目標額 613,800円 達成率 62％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

太田 勝彦、万殿 慎二 

【 】  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 

・今年のお正月はゆっくり家で過ごすこと

 ができました。 

１月は職業奉仕月間 

【ニコニコ箱】 小計 50,500円 今年度累計 778,900円 
目標額 1,300,000円 達成率60％ 

 

内田 勝彦 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もどうぞよろしくお願いします。 

 

井上 正佳 

・明けましておめでとうございます。 

 今年もよろしくお願いいたします。 

 

田中  守 

・お目出とうございます。本年も宜しく 

 お願い致します。 

 

万殿 慎二 

・あけましておめでとうございます。 

 今年もよろしくお願いいたします。 

BOXへ 德田 正彦、千田  適、田中  守 

井上 正佳、吉田  修 

 前回例会出席報告  

１月１０日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２３名（７名）７６．６７％  
ご来客 １名 
１２/２７ＭＵ後の出席率 ８２．１４％ 

出射 靖生 ・おめでとうございます、今年もよろしく。 

 

王   杲 

・明けましておめでとう御座います。 

 今年も宜しくお願い致します。 

 

谷口 泰義 

・新年明けましておめでとうございます、 

 今年もよろしく。 

 

末永  寛 

・明けましておめでとうございます、 

 本年もよろしく。 

吉田  修 ・皆様あけましておめでとうございます。 

織田 鉄也 ・あけましておめでとうございます！！ 

内田 勝彦 ・将来のボランティアリーダーの為に。 

  
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」 

万殿 慎二 ・松本様のスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・松本様のスピーチ楽しみに。 

【 】 小計 17,500円 今年度累計 512,500円 
目標額 744,000円 達成率 69％ 1人当たり24,000円以上 

織田 鉄也 ・あけましておめでとうございます。 

 

内田 勝彦 

・先日のほろにが会、楽しませていただき

 ました。 

瀬田 保二 ・明けましてお目出とうございます。 

山本 拓生 ・明けましておめでとうございます。 

稲掛 英男 ・松本保博様のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・松本様のスピーチ楽しみです。 

 

内山 正元 

・おめでとうございます。今年はラグビー

 ワールドカップ（９月）の年です。 

千田  適 ・今年もよろしく。 

吉田  修 ・この一年のクラブの発展を願って。 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん楽しみました。 

 

稲掛 英男 

・インフルエンザが出まわっています、 

 皆さんご注意を。 

千田  適 ・明けましておめでとうございます。 

髙橋 英明 ・あけましておめでとうございます。 

 

安田  勝 

・謹賀新年 

 本年も宜しくお願い致します。 

松尾 義平 ・謹賀新年。 

稲掛 英男 ・謹賀新年。 

森  正廣 ・本年もよろしくお願い致します。 

太田 勝彦 ・本年もよろしくお願いします。 

德田 正彦 ・本年もよろしく。 

上原 従正 ・本年もよろしく。 

井上 正佳 ・スピーチ楽しみにしています。 

織田 鉄也 ・あけましておめでとうございます！！ 

吉田  修 ・今年もよろしくお願いします。 

織田 鉄也 ・あけましておめでとうございます。 

 

森  正廣 

・「チャメ」チンチラの猫です。 

 １８年間楽しませてくれてありがとう。 



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 

1/18 
京都東 

「 自己紹介と旅行に出かけてストレス解消！
～私のお勧めの旅行先を紹介します～ 」 

会員 鵜飼 浩隆様 

（金） 京都伏見 ～新年会～ 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛西 「職業奉仕月間に因んで」 

 京都紫竹 「平成31年経済大予想 パート２」  会員 
坂  栄二様、新造 一夫様、細見 正博様 

 京都乙訓 「クラブフォーラム」 

1/21 
京都西 

「ロータリーの第二標語～ロータリーの 
誕生から奉仕理念の確立まで～」RI第2650

地区職業奉仕委員長  中島  健様 

（月） 京都紫野 「歳男放談」田畑 喜八会員、中嶌 重男
会員、伴戸 恒夫会員、田中 幹人会員 

 京都中 「歳男放談」 河瀬 敦様、諸冨 正志様 
大塚 棟弘様 

 
京都平安 18：30 

「久住高原童心回帰農場に希望の種を 
まきたい！」 葛見高原童心回帰農場 

代表取締役 吉田 しのぶ様 

1/22 京都東山 「夜間例会」 
＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 職業奉仕フォーラム 

 
京都洛中 

―職業奉仕月間に因んで―「未定」 
公益財団法人日本電信電話ユーザー協会    
  西日本ICT推進部長 佐々木一敏様 

 京都洛南 「歳男放談＆新入会員スピーチ」会員 
林  甫様、北山 隆様、杉井 康夫様 

1/23 

京都 

「8年目の新会員スピーチ―建築家に 
なった訳-」 PLANET Creations関谷 
昌人建築設計アトリエ 代表 

京都RC会員 関谷 昌人 様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「第２回クラブアッセンブリー」 

 京都北東 「クラブデー」 

 京都嵯峨野 「第３回クラブ・アッセンブリー」 

 京都朱雀 「休会」  
＊ビジター受付は行いません。 

1/24 

 京都南 
「２０１９年の世界経済展望」ゴールド 
マンサックス・アセット・マネジメント
（株）投信営業部 部長 新村 光秀様 

（木） 京都北 ―新入会員スピーチ― 
｢自己紹介｣ 居 明良様 

 京都洛北 「職業奉仕について」 
会員 木山  元様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

―第４回クラブ協議会― 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「職業奉仕月間」 
職業奉仕委員長 山内 克己様 
＊ビジター受付はありません。 

 
京都さくら 

例会場所変更 
「無財の七施」小泉 倖祥様  

＊ビジター受付は行いません。 

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/ 


