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「インスピレーションになろう」 

        RI会長 バリー・ラシン 

会長テーマ 
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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 

 
1-４月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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２４日（日）  第１２回桂川流域クリーン大作戦 

  ２月２８日（木）  京都西南RCとの合同例会 

  ４月１４日（日）  「春の家族会」 

◆地区行事 

 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（祝） 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 

 ２月２３日（土） 京都イブニングＲＣ創立４０周年記念例会 

 15：30受付 16：00～ ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３８３回例会  ２０１９年１月２４日（木）   Vol.２９-２５

 

 札幌真駒内ＲＣ創立４５周年 

移動夜間例会のご案内  
 

日 時  ２月２０日（水）～２１日（木） 
   １８：３０～ 夜間例会 

 

場 所  定山渓温泉 花もみじ  

   （札幌市南区定山渓温泉西3丁目32 

                Tel 011－598－2002） 

参加予定者 

   内田会長、太田幹事、児嶋、井上、万殿 

   三田、髙橋、王、山本の各会員 

 

＊夜間例会での服装は、浴衣可。 

＊宿泊費は現地払い。 

＊ニコニコとして１万円。 

 プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

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 

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周年記念事業について」 

３０周年実行委員長 千田   適会員 

閉会点鐘    13：30   

１．１月１９日（土）第２回青少年奉仕担当者会議が開催

 され、山本青少年奉仕委員長が出席されました。 

２．１月２６日（土）１８時から桃園亭において新年会を

 開催いたします。ご参加お願い致します。 

３．林会員のご母堂（富枝）様がご逝去されました。 

 謹んでお悔やみ申し上げます。 

 幹事報告 

 お知らせ 

  

 「春の家族会」について 
 

４月１４日（日）「春の家族会」を開催いたします。 

詳細は後日ご連絡いたしますのでご予定下さい。 

（親睦委員会） 

 

会員誕生日お祝い  １月おめでとうございます 

 １９日 井上 正佳会員  

 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

 

結婚記念日お祝い 

 ２６日 安田 勝会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 德田正彦会員  (有)徳田 

  １日 田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日 稲掛英男会員  稲掛医院 

   

  第１２回桂川流域クリーン大作戦 

実施概要 
 

実施地区 桂川流域 
 

実施日 ２月２４日（日） 
 ＊前日午後７時前のNHK天気予報で実施決定 
  実施日午前中の降水確率７０％以上は中止 
 

集合場所 桂大橋の桂離宮側 
 

時間予定  ８：３０ 受付開始 
 ９：００ あいさつ＆注意事項説明 
 ９：３０ 清掃作業開始 
      １１：００ 集めたｺﾞﾐ袋を指定場所に集積 
      １１：３０ 終了 用具返却  
  現地解散 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

 １月３１日（木） 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 
（7：00-8：00、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
 ２月 ６日（水） 京都西北ＲＣ 
（11：30-12：30、翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｺﾚｸｼｮﾝＨ京都にて） 
 ２月１９日（火） 京都東山ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都にて） 
 ２月２０日（水） 京都西北ＲＣ 
（11：30-12：30、翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｺﾚｸｼｮﾝＨ京都にて） 
   以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 
 １月３１日（木） 京都洛東ＲＣ、京都さくらＲＣ 
 ２月１３日（水） 京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
   京都朱雀ＲＣ 
 ２月１４日（木） 京都洛北ＲＣ 
 ２月１５日（金） 京都紫竹ＲＣ 
 ２月２０日（水） 京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
   以上、ビジター受付はありません。 



【 】 小計 5,000円   今年度累計 140,500円 
目標額 400,000円 達成率 35％ 

BOXへ 

 次回の例会 １/３１（木） 

「会員スピーチ」 
 

井上 正佳会員、太田 勝彦会員 

 前回例会報告 

【 】 小計 23,000円 今年度累計 400,700円 
目標額 613,800円 達成率 65％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

鎌野 孝和、吉田   修、織田 鉄也 

 

 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。   

【 】  小計   0円  今年度累計  66,000円 
目標額 62,000円 達成率 106％ 1人当たり2,000円以上   

１月は職業奉仕月間 

【ニコニコ箱】 小計 34,000円 今年度累計 812,900円 
目標額 1,300,000円 達成率63％ 

 

内田 勝彦 

・髙橋さん、織田さん、山本さん 

 スピーチ楽しみにしてます。 

 

稲掛 英男 

・髙橋、織田、山本会員のスピーチ 

 楽しみに。 

藤井文治郎 ・年男スピーチ楽しみです。 

織田 鉄也 ・年男スピーチよろしくお願いします。 

 前回例会出席報告  

１月１７日（木）例会  

会員数  ３２名（内出席免除９名）  
出席者  ２５名（６名）８６．２１％  
ご来客   １名 
 

井上 正佳 ・歳男スピーチ楽しみにしています。 

 

万殿 慎二 

・髙橋さん、織田さん、山本さんの 

 スピーチ楽しみです。 

 

髙橋 英明 

・本日お話しさせて頂きます 

 よろしくお願いします。 

吉田  修 ・春の家族会の下見に行ってきました。 

森  正廣 ・映画「この道」北原白秋と山田耕作の話。 

 

 

上原 従正 

・先日、新年会の帰路 

 サイフを落としましたが、善意の人が 

 届けて下さいました。感謝！感謝！ 

 

山本 拓生 

・大学ラグビー日本選手権すばらしい

 決勝戦でした。 

髙橋 英明会員 
織田 鉄也会員 
山本 拓生会員 
 
「年男放談」 

【 】 小計 25,000円 今年度累計 537,500円 
目標額 744,000円 達成率 72％ 1人当たり24,000円以上 

 

鎌野 孝和 

・お久しぶりです、本年もどうぞよろしく 

 お願いいたします。 

 

中川 俊夫 

・新年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します。 

 

出射 靖生 

・京都もインフルエンザが増えています。

 御用心。 

BOXへ 太田 勝彦、三田 昌資、末永  寛 

上山 泰弘 

 

内田 勝彦 

・次年度は、久しぶりに奨学生受け入れ 

 のようです。 

谷口 泰義 ・年男放談を楽しみに。 

末永  寛 ・年男３人のお話しを楽しみに。 

出射 靖生 ・上山さん、炉辺会合お世話になります。 

 

内山 正元 

・横綱稀勢の里が引退、横綱昇進後は３６勝

 ３６敗。本人も辛かったことでしょう。 

BOXへ 井上 正佳、上山 泰弘、三田 昌資 

稲掛 英男、万殿 慎二、吉田  修 

鎌野 孝和 

内田 勝彦 ・例会日程変更ご迷惑をおかけします。 

太田 勝彦 ・スピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・年男のスピーチ楽しみに。 

安田  勝 ・年男放談楽しみです。 

万殿 慎二 ・娘の成人式に行ってきました。 

山本 拓生 ・今年は受験生二人抱えて大変です。 

 

 

吉田  修 

・２４年前の１/１７ー 

 あの激しい揺れとともに、生涯忘れられ

 ない記憶となりました。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、三田 昌資 

井上 正佳、上山 泰弘、 



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 

1/25 京都東 「上手なお洋服とのつきあい方」 
会員 小野 恭平様 

（金） 京都伏見 ～職業奉仕クラブ・フォーラム～ 

 京都洛西 「最近のキャッシュレス化の動き」 
日本銀行 京都支店長 鈴木 純一様 

 京都紫竹 「私の職業奉仕感」   会員 村上 健治様 

 京都乙訓 「向日市の将来を見据えて」 
向日市長 安田  守様 

1/28 京都西 「経済の現状と課題」(株)京都総合経済 
研究所執行役員調査部長 大山 陽久様 

（月） 京都紫野 「仕事の提携術」 
OFFICE DETECT代表 佐藤 志憲様 

 
京都中 

「いよいよ改正！相続のルールが変わり
ます！」ひかり税理士法人 財産戦略室 
  承継支援課 リーダー 鎌田  諭様 

 京都平安 18：30 次回の例会は２月４日（月）の開催予定 

1/29 京都東山 -スピーチ-「男の更年期、女の更年期」
医療法人財団足立病院 院長   畑山 博様 

（火） 
京都西南 

「コンプライアンスの求めるもの(ハラ
スメントの話を中心に)」 中川総合法務 
オフィス代表 行政書士 中川 恒信様 

 
京都洛中 

「労働は苦役か」㈱エフエム京都 
アルファステーション パーソナリティ 

 佐藤 弘樹様 

 
京都洛南 

「ポルトガルギター演奏、ファドの説明」
ポルトガルギターリスト 上川  保様 
ギターリスト      水谷 和大様 

1/30 京都 「漢字で綴る人生あれこれ 」 
遊墨漫画家    南  久美子様 

（水） 京都西北 ～新入会員スピーチ～「３０年の人生と 
生命保険の本質」会員 長谷川  慧様 

 京都北東 「中小企業経営者の高齢化と事業承継」 
 会員 山本 雅一様 

 京都嵯峨野 ～マナー講座８～「煎茶道あれこれ」 
二條流 小杉 雅佳様 

 京都朱雀 「遣唐使・空海の足跡を訪ねて」京都府立
医科大学 名誉教授 岩井 直躬様 

1/31 

 京都南 
「iPS細胞による新しい治療の開発」 

京都大学 iPS細胞研究所 准教授 
吉田 善紀様 

（木） 京都北 ｢旧嵯峨御所 大覚寺と嵯峨天皇｣ 
大本山 大覚寺 教務部長 竹原 善生様 

 
京都洛北 

「近江商人とこれからの三方よし」  
同志社大学名誉教授 近江商人郷土館館長 

   末永 國紀様 

 京都洛東 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」  
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「日本と中国の企業文化」 三共精機㈱ 
本社 海外営業部 盧  璐璐さん 

 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/ 


