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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 

 
２-４月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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 

  ３月 ７日（木）  現次年度理事役員会 

  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１３８４回例会  ２０１９年１月３１日（木）   Vol.２９-２６

 プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「四つのテスト」 

今日の歌「冬の夜」 

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 

 「会員スピーチ」 

井上 正佳会員、太田 勝彦会員 

 

閉会点鐘    13：30   

１．１月２６日（土）１８時から桃園亭において新年会が

 開催されました。 

２．次週例会終了後、現次年度理事役員会が開催されま

 す。 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

 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東館1Fﾛﾋﾞｰ前にて） 
 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） 
 ２月２１日（木） 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 
（17：00-18：00、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて 
  ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 

 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 
   ＊以上、ビジター受付はありません。 

 
  

「新年会」の報告 
 

親睦委員長：吉田 修 
 
 1月26日（土）今季最強の寒波が日本列島を襲う
か？というその前夜、「桃園亭」において新年会が
開催されました。 
雪が舞い、冷たい風が吹きぬける最悪？に近いコン
ディションのなか、24名が揃ったところで開会。 
内田会長の挨拶に続いて、乾杯の発声は米寿を迎え
てなお意気軒高！と紹介された松尾会員。これで 
食事がスタート。 
ちょうど3テーブルにきっちり座ったお歴々。 
テーブル毎に歓談の花が咲いて雪が舞い散る外の 
景色もなんのその、ここはビールよりも紹興酒だ、
とばかり「〇年ものを、、」と注文する人もあり、 
大いに“酒”がすすむ。 

  

ゆっくり目に運ばれてくるお料理のおかげで、 
どのテーブルも“お話し”で盛り上がる。あれは
「鯉のから揚げの甘く煮つけたもの」が出てきた
頃！全豪オープンの女子シングルス大坂 なおみ
ちゃんの優勝が決まり一同大歓声を上げて祝福。
かくして美味しいお料理となおみちゃんのグランド
スラム2連勝の喜びで、まさに宴もたけなわ、 
髙橋エレクトのウイットに富んだ挨拶をもって 
閉会となりました。散会直前に１Ｆで全員集合 
パチリ！ありがとうございました。 
（谷口会員、帰宅後の記念撮影でごめんなさい） 
 
  参加者： 菱田、出射、稲掛、井上、
  鎌野、児嶋、万殿、松尾 
   森、織田、千田、瀬田、
  末永、髙橋、田中、谷口、 
  德田、内田、上山、 王 
  山本、吉田の各会員 
  松本先生、事務局 
       合計２４名 



【 】 小計 7,000円   今年度累計 147,500円 
目標額 400,000円 達成率 37％ 

BOXへ 

 次回の例会 ２/７（木） 

 「新入会員スピーチ」 
  三田 昌資会員 
 「会員スピーチ」 
  德田 正彦会員 

 前回例会報告 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 413,700円 
目標額 613,800円 達成率 67％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

太田 勝彦、鎌野 孝和、吉田  修 

内田 勝彦 

【 】  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 25,000円 今年度累計 837,900円 
目標額 1,300,000円 達成率64％ 

内田 勝彦 ・サウザンド京都の内覧会行ってきました。 

瀬田 保二 ・谷口、千田会員のスピーチ楽しみに。 

 

 

吉田  修 

・４/１４春の家族会の準備、着々と進めて

 います。食事処の確保、三十石舟の上船

 予約など頑張っています。 

井上 正佳 ・めでたく６５才になりました！！ 

 

王   杲 

・新年会沢山ご参加頂き有難う御座い

 ます。 

 

菱田 匡樹 

・二週遅れましたが、あめましておめでと

 うございます。 

 

児嶋 雄二 

・遅ればせながら新年おめでとうござい

 ます。 

 

森  正廣 

・京響コンサートムソルグスキー「展覧

 会の絵」久しぶりに感動致しました。 

織田 鉄也 ・ホテルがきれいになりましたね！！ 

クラブ・デー 
第６回クラブ討論会（職業奉仕） 
 職業奉仕 委員長  中川 俊夫会員 
 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 

内山 正元 ・テニスの大坂なおみ、強い！ 

中川 俊夫 ・大坂なおみは強い。 

 前回例会出席報告  

１月２４日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除１０名）  
出席者 ２４名（６名）８５．７１％  
ご来客 ０名 
１/１０ＭＵ後の出席率 ７６．６７％ 

BOXへ 稲掛 英男、三田 昌資、太田 勝彦 

末永  寛、鎌野 孝和、千田  適 

髙橋 英明 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 551,500円 
目標額 744,000円 達成率 74％ 1人当たり24,000円以上 

安田  勝 ・職業奉仕月間によせて。 

藤井文治郎 ・神経痛かな？足がいたい。 

BOXへ 吉田   修、王   杲、内田 勝彦 

千田   適、三田 昌資、鎌野 孝和 

万殿 慎二、井上 正佳、稲掛 英男 

谷口 泰義 ・今日はお耳を汚します。 

今日の歌     「冬の夜」 

燈火
ともしび

ちかく 衣
きぬ

縫う母は 

春の遊びの  楽しさ語る 

居並ぶ子供は  指を折りつつ 

日数数えて  喜び勇む 

囲
い

炉
ろ

裏
り

火
び

は とろとろ 

外は吹雪 

 

万殿 慎二 

・谷口会員、千田会員のスピーチ 

 楽しみです。 

 

森  正廣 

・東京「新橋亭」で３０年ものの紹興酒 

 で酔っぱらいました。 

 

吉田  修 

・テニスの全豪オープンにサッカーアジア

 カップなどスポーツ観戦が楽しいですね。 

藤井文治郎 ・自祝。 

BOXへ 上原 従正、三田 昌資、井上 正佳 

鎌野 孝和、内田 勝彦、稲掛 英男 

１月会員誕生日お祝い 
太田会員、井上会員 
藤井会員 

米山功労者表彰 
末永会員、德田会員 
万殿会員、内田会員 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰおよび 
ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ表彰 上原会員 



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 

2/1 
京都東 

「『睡眠負債』あなたの眠りは大丈夫です
か？」 ㈱髙島屋 京都店 販売第５部 

ストアバイヤー 次長 中居誠一郎様 

（金） 京都伏見 ～前期クラブ・アッセンブリー～ 

 京都洛西 「アナウンサーあれこれ」（有）Asukai 企画 
 取締役 京都RC会員 飛鳥井雅和様 

 京都紫竹 「音楽シリーズ② シャンソンについて」  
クスヨ様 

 京都乙訓 「防災かまどベンチ寄贈式について」創立50
周年実行委員会 記念事業部会長 藤井宣之会員 

2/4 京都西 クラブ創立６１周年記念例会 「創立 
記念日について」会員  古川  隆三様 

（月） 
京都紫野 

「外国人雇用」～技能実習制度について～ 
協同組合優京 理事長 長瀬 優也様 
副理事長 松本篤人様、技能実習部 松村和史様 

 京都中 「租税教育の充実に向けて」 
中京税務署 副署長 坪尾 直美様 

 京都平安 18：30 京都西北RC・京都平安RC 合同例会 

2/5 京都東山 クラブ・デー 

（火） 京都西南 クラブ・デー 

 京都洛中 「裏方の見た芸能界」脚本執筆・演出家 
劇団工房「NEO企画」主宰 菊本健郎様 

 
京都洛南 

「クロマティックハーモニカ～小さな楽器
から生まれる音楽～」 クロマティック 

ハーモニカ奏者 錦織のり子様 

2/6 京都  「未定」 

（水） 京都西北 京都平安都ＲＣとの合同例会開催の為、
例会場・例会日時臨時変更  

＊ビジター受付は通常通り行います。 

 京都北東 新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「『自己紹介』私の今後 
 の目標とﾛｰﾀﾘｰへの想い」松井 紀利様 

 京都嵯峨野 「親睦移動例会について」 

 京都朱雀 「新入会員スピーチ」 
岩見 真也様、末友 久史様、砂田   隆様 

2/7 

 京都南 

「白河総合支援学校の就労支援の在り方」 
京都市立白河総合支援学校 井上 渉様 
「企業就労にむけて学んできたこと」 
京都市立白河総合支援学校 生徒 岡村知紀様 

（木） 
京都北 

｢米山奨学生から学長まで―日本社会へ
の適応から語る｣京都精華大学 学長 

元米山奨学生 ウスビ・サコ様 

 京都洛北 「死を明るく捉える」 
川口ＲＣ会員  小林玖仁男様 

 京都洛東 「私の履歴書」 
  会員 篠田 直明様、竹内 紀雄様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「柔道の現場から」 明治国際医療大学  
教授 柔道国際審判員 山崎 立実様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢創立40周年を迎えて｣  チャーター 
メンバー 原田  正様、井澤  豊様 

 
京都さくら 

「ほんまに来はったんやね-還暦すぎて 
 京都に移住してきました」 

㈱牧野出版 代表 佐久間憲一様 

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/ 


