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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 

  ２月２４日（日） ロータリー・リーダーシップ研究会 

 第2650地区ＲＬＩ卒後コース 

 ガバナー事務所 13：00～16：50 

 懇親会 京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙｱﾈｯｸｽ ﾚｽﾄﾗﾝﾚｼﾞｰﾅ 

  ３月 ２日（土） 会員増強アクション会議 13：00～16：30  

 京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ 

   

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３８６回例会  ２０１９年２月１４日（木）   Vol.２９-２８

 

 札幌真駒内ＲＣ創立４５周年 

移動夜間例会のご案内  
 

日 程  ２月２０日（水）～２１日（木） 
 

場 所  定山渓温泉 花もみじ  
 

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。 

 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 

 「会員スピーチ」 

   瀬田 保二会員、稲掛 英男会員 

 

閉会点鐘    13：30   

１．本日例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 
 

２．２月９日（土）地区ロータリー財団補助金管理セミナー

 が開催され、次年度Ｒ財団委員長児嶋会員、幹事の井上

 会員と地区財団推進委員の万殿会員が出席されました。 
 

３．２月１１日（祝）第２回社会奉仕委員長会議が開催され 

 鎌野社会奉仕副委員長が出席されました。 
 

４．２月２０日（水）札幌真駒内ＲＣ創立４５周年夜間例会

 が開催されます。会長、幹事をはじめ９名の会員が参加

 します。 
 

５．次週、２月２１日（木）の例会は休会です。 

 幹事報告 

 理事役員会 

日 時 2019 年２月７日(木) 京都ｾﾝﾁｭﾘｰH 
出席者 内田、万殿、髙橋、井上、吉田、山本、 
 児嶋の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．札幌真駒内創立４５周年記念「移動夜間例会」に 

   ついて 2/20～22（水-金） 
３．第１２回桂川流域クリーン大作戦   2/24（日） 
４．京都西南ＲＣとの合同例会について  2/28（木） 
５．地区大会について      3/30・31（土・日）  
６．京都市西京ジュニア消防団の支援について 
７．「春の家族会」について     4/14（日） 
８．「障がいのある人たちと家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ」
                    4/21（日） 
９．ＲＹＬＡについて     5/17～19（金-日） 
10．2019学年度米山奨学生引き受けについて 
11．会員増強について 
12．その他 ・林会員の休会について 

 次年度理事役員会 

日 時 2019 年２月７日(木) 京都ｾﾝﾁｭﾘｰH 
出席者 髙橋、山本、万殿、内田、井上、吉田 
 森、王、児嶋、菱田の各会員 
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 
３．2019学年度米山奨学生引き受けについて 
４．その他 

 お知らせ 

 

◆例会変更および休会のお知らせ 
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 
２月２６日（火）京都西南ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ｾﾝﾁｭｰﾎﾃﾙにて） 
  ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
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 
２月２２日（金） 京都紫竹ＲＣ 
   ＊以上、ビジター受付はありません。 
 
   

 

「賛西会」のご案内 
 

日 時： ２０１９年 ４月２４日（水） 
  １７：４０受付 １８：１０開会 

  【報告会】  １８：２０～１８：５０ 

  【懇親会】（オペラ歌手） １９：００～２０：４０ 
 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 ２階 
 

会 費： １０，０００円 
 

現次年度の会長・幹事は１７時から「会長幹事協議

会」が行われます。 



【 】 小計 6,000円   今年度累計 159,500円 
目標額 400,000円 達成率 40％ 

BOXへ 

 次回の例会 ２/２８（木） 

  

「京都西南ＲＣとの合同例会」 

 前回例会報告 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 430,700円 
目標額 613,800円 達成率 70％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

鎌野 孝和、吉田  修 

【 】  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   

２月は平和と紛争予防/紛争解決月間 

【ニコニコ箱】 小計 42,000円 今年度累計 888,900円 
目標額 1,300,000円 達成率68％ 

 

内田 勝彦 

・次年度のＲＩテーマロゴ決まりました

 ね！ 

吉田  修 ・豚コレラの感染拡大を危惧して。 

 

内田 勝彦 

・インターアクトの予算が少し足りません 

 御協力お願いします。 

「新入会員スピーチ」 
三田 昌資会員 

 前回例会出席報告  

２月７日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除１０名）  
出席者 ２２名（６名）７８．５７％  
ご来客 １名 
１/２４ＭＵ後の出席率 ８９．２９％ 

 

内田 勝彦 

・徳田さん、三田さんのスピーチ楽しみ

 にしています。 

BOXへ 三田 昌資、鎌野 孝和 

 

会員誕生日お祝い  ２月おめでとうございます 

  ２日 瀬田 保二会員     ７日 稲掛 英男会員 

   ２３日 近藤永太郎会員  

 夫人誕生日お祝い 

  １日 瀬田 保二会員夫人 和子様 

   １０日 三田 昌資会員夫人 由美子様 

 １２日 上山 泰弘会員夫人 美絵様 

   １７日 林  良訓会員夫人  敦子様 

 １８日 織田鉄也会員夫人 晃子様 

 結婚記念日お祝い 

   ７日 内田 勝彦会員 ９日 谷口 泰義会員 

   １５日 山田 芳弘会員 

創業記念日お祝い 

 １日 万殿 慎二会員  (有)万殿建設 

   １日 中川 俊夫会員 ㈱中川商会 

  １日 藤井文治郎会員 糸屋ホテル 

   １９日 吉田  修会員 吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 

稲掛 英男 ・三田会員、徳田会員のスピーチ楽しみに。 

井上 正佳 ・スピーチ楽しみです。 

児嶋 雄二 ・三田さん徳田さんのスピーチ楽しみに！ 

出射 靖生 ・三田会員、德田会員のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・三田さん、徳田さんスピーチ楽しみに。 

瀬田 保二 ・徳田様、三田様のお話し楽しみに。 

髙橋 英明 ・徳田さん、三田さんのスピーチ楽しみに。 

王   杲 ・立春が過ぎたらすぐ春ですね！ 

森  正廣 ・香住カニ食べ旅行、大満足。 

安田  勝 ・３月が待ち遠しい毎日です。 

 

松尾 義平 

・節分の豆、年令の半分（４４ヶ）食べ

 ました。 

 

 

 

千田  適 

・中国では今、銀行は不良債権処理に追

 われ、弁護士は債権回収に走りまわって

 いるそうです。中国の景気減少はかなり

 のようです。 

德田 正彦 ・今年（今シーズン）は暖冬ですね。 

 

谷口 泰義 

・長浜盆梅展で買ったしだれ梅きれいに

 つぼみふくらみました。 

 

万殿 慎二 

・三田会員、德田会員のスピーチ楽しみ

 です。 

千田  適 ・ホテルきれいになりましたね！ 

出射 靖生 ・早退おわび。 

 

菱田 匡樹 

・三田会員、德田会員のスピーチの楽し

 みにしております。 

BOXへ 稲掛 英男、井上 正佳、三田 昌資 

鎌野 孝和 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 581,500円 
目標額 744,000円 達成率 78％ 1人当たり24,000円以上 

内田 勝彦 ・次年度の奨学生、楽しみですね。 

 

王   杲 

・德田会員、三田会員のスピーチをお楽し

 みに。 

BOXへ 德田 正彦、稲掛 英男、万殿 慎二 

井上 正佳、千田  適、吉田  修 

鎌野 孝和 

 

内山 正元 

・豚コレラ発生、大量の殺処分に胸が痛み

 ます。 

瀬田 保二 ・少し年を感じる事が多く成りました。 

 

出射 靖生 

・まだまだ寒い日が続きます、今度はＢ型

 インフルエンザにご用心。 

 

森  正廣 

・福岡県中間市ウォーキング、世界遺産有 

 明治のポンプ場。 

「会員スピーチ」 
德田 正彦会員 



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 

2/15 京都東 「吉田山と吉田のあれこれ」 
会員 福井  晟様 

（金） 京都伏見 ～社会奉仕クラブ・フォーラム～ 

 京都洛西 「１人旅と経営学、世界100ヶ国訪問して感じ
たこと」  京都洛西RAC OB 水戸 大志様 

 京都紫竹 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「災害に備えて-2」長 岡京市防災安全 
推進室 防災指導員 上田 憲治様 

2/18 京都西 「真の活力は無意識にあり」 広島大学 
名誉教授 ありがとう寺住職 町田宗鳳様 

（月） 
京都紫野 

「にじのうた保育園開園と、ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝ
ﾃﾞｨﾝｸﾞへの挑戦について」にじのうた 
保育園 広報  藤本 まり様、横澤 葵様 

 京都中 「京扇子、仕上げ加工実演」 
伝統工芸士 寺村 義治様 

 京都平安 18：30  次回の例会は、２月２５日（月）の開催
予定になります。 

2/19 京都東山 -例会日時・場所臨時変更-→１７日 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 京都西南 「The Passion」 
ヴァイオリニスト eRika様 

 京都洛中 「CA（客室乗務員）から起業そして 
市長を経験して」前尼崎市長 白井 文様 

 
京都洛南 

「津軽三味線の歴史（津軽三味線の演奏と 
 説明）」 日本民謡松村会 会主 

津軽三味線奏者 松村 幸治様 

2/20 京都 「カンボジア内戦、その傷跡と復興へ 
の道」 NGO JST  代表 

（水） 京都西北 『食文化事業～わたしたち日本の食文化 
を知る～』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 

「夜間例会」 
社会奉仕プロジェクトクラブフォーラム 

＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「親睦移動例会の為、例会変更」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 クラブ・デー「三味線 作って弾いて」 
 三味線職人 野中 智史様 

2/21 

 
京都南 「新会員スピーチ」 松永幸廣会員 

水谷  匡会員、中村敏史会員 

（木） 京都北 ｢私が著名人に教えらえたこと｣京都光華 
女子大学短期大学 教授 鹿島 我様 

 京都洛北 クラブデー 

 
京都洛東 

「あなたの周りはダイヤの原石がいっぱい
～ほめ達の魔法の言葉～」 
オフィスファイン 代表 中村早岐子様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「緊急事態に―国際奉仕フォーラム― 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ［青少年・国際奉仕］委員会    

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

 ｢創立40周年記念例会｣→23日(土)  
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら 「未定」 

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/ 


