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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２８日（木）  ３０周年実行委員会 会場下見 

   例会終了後 

  ３月 ７日（木）  現次年度理事役員会 

  ３月１４日（木）  ３０周年実行委員会 

  ４月 ４日（木）  現次年度理事役員会 

  ４月１４日（日）  「春の家族会」 

   松本酒造、十石舟 

  ４月２１日（日）  「障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ」 

  関西空港、ハーベストの丘 

 

◆地区行事 

  ３月 １日（金） 京都府立洛西高等学校 卒業式 10：00～ 

  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 

  ３月１２日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ 

 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 京都東ＲＣ 

  ３月１７日（日） 会長エレクト研修セミナー（PETS） 

 13：00～18：45 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

  ３月２４日（日） 地区職業奉仕「講演会」 13：00～16：15 

 京都ﾃﾙｻﾎｰﾙ 

  ３月３０日（土） 地区大会 会長・幹事・地区委員長会議 

   ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 

 

 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３８７回例会  ２０１９年２月２８日（木）   Vol.２９-２９

 プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

京都西南ロータリークラブ 

   「あゝ京都西南ロータリー」 

京都桂川ロータリークラブ 

   「京都桂川ロータリークラブ・クラブソング」 

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 
「今後の京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同事業について」 
 京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ      小川睦美会長 
            木村吉男会長エレクト 
               前野峻希親睦活動委員長 
                     玉城博和Ｓ.Ａ.Ａ. 
 
「増強の話、創立３０周年にむけて」 
 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ      内田勝彦会長 
          千田 適創立30周年実行委員長  

  謝辞講評 

閉会点鐘    13：30   

１．２月２０日（水）北海道において、札幌真駒内ＲＣ創立

 ４５周年夜間例会が開催され、会長・幹事をはじめ８名の

 会員が参加しました。昨年の台風２１号による災害の寄付

 に対し、札幌真駒内ＲＣに感謝状を贈呈しました。 
 

２．２月２３日（土）ホテルグランヴィア京都において、

 京都イブニングＲＣ創立４０周年記念例会が行われまし

 た。内田会長と山本副幹事が出席しました。 
 

３．２月２４日（日）第１２回桂川流域クリーン大作戦が

 行われました。鎌野、万殿、末永、德田、内田、上原、

 森の各会員が参加しました。 
 

４．２月２４日（日）ロータリー・リーダーシップ研究会

 第2650地区ＲＬＩ卒後コースが行われ、髙橋会長エレクト

 が出席しました。 
 

５．３月２日（土）京都リサーチパークにおいて、会員増強

 アクション会議が開催されます。万殿会員増強委員長が

 出席されます。 
 

 

６．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 

   

 

第１２回桂川流域クリーン大作戦の報告 

 
日 時： 2019年2月24日(日)  午前9時～10時 
 

場 所： 桂離宮近隣の桂川右岸河川敷 
 

出席者： 内田会長、鎌野、末永、万殿、森、
 徳田、上原の各会員(7名) 
 

状 況： 当日のクリーン大作戦は晴天に恵まれ 
桂川上流の京丹波市から下流の大阪府島本町
の流域で行われたが、西京地区は桂川右岸  
河川敷で午前9時に参加15団体、参加者250名
が集合し開催式典の後、各々担当場所でゴミ
収集を行った。昨年夏の洪水時に漂流してきた
プラチック製品が多く散乱しており、また、
河川敷で釣りやスポーツをした人がペット
ボトルやランチボックスなどをポイ捨てられ
ていたのでそれらかなりの量を収集した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 
  

 
  

        社会奉仕委員長 
  上原 従正 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
３月１８日（月）京都西ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都にて） 
３月２５日（月）京都中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ1Fﾛﾋﾞｰにて） 
３月２７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。 
 
３月１４日（木）京都南ＲＣ、京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 
３月２０日（水）京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
３月２１日（木）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 
３月２２日（金）京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 
   京都乙訓ＲＣ 
   ＊以上、ビジター受付はありません。 

京都西南ロータリークラブとの合同例会 



【 】 小計 3,000円   今年度累計 162,500円 
目標額 400,000円 達成率 41％ 

 次回の例会 ３/７（木） 

  

「会員スピーチ」  末永  寛会員 
 

       中川 俊夫会員 

 前回例会報告 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 440,700円 
目標額 613,800円 達成率 72％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 万殿 慎二、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 22,000円 今年度累計 910,900円 
目標額 1,300,000円 達成率70％ 

 

内田 勝彦 

・瀬田さん、稲掛さん 

 スピーチ楽しみにしています。 

 

 

菱田 匤樹 

・瀬田会員、稲掛会員スピーチ楽しみに

 しております。ＰＳチョコありがとう 

 ございます。 

井上 正佳 ・池江選手の回復を祈って！！ 

クラブ・デー 「会員スピーチ」 

 前回例会出席報告  

２月１４日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除１０名）  
出席者 ２１名（５名）７７．７８％  
ご来客 ０名 
１/３１ＭＵ後の出席率 ７８．５７％ 

 

内田 勝彦 

・今日はせっかくのバレンタインデーに

 業界の全国会議です。 

稲掛 英男 ・スピーチさせて頂きます。 

 

児嶋 雄二 

・瀬田さん、稲掛さんのスピーチ 

 楽しみに！ 

井上 正佳 ・スピーチ楽しみにしています。 

 

王   杲 

・瀬田先生と稲掛先生のスピーチ楽し

 みに。 

吉田  修 ・瀬田さん、稲掛さんのスピーチ楽しみに。 

太田 勝彦 ・瀬田さん、がんばって下さい。 

 

内山 正元 

・バレンタインデーです、甘い一日になる 

 ように。 

出射 靖生 ・今日は雪がちらちら、まだ寒いですね。 

瀬田 保二 ・誕生 自祝。 

中川 俊夫 ・池江選手、ガンバレ。 

 

上原 従正 

・モロッコはエキゾチックな国でしたが 

 日本からは遠かったです。 

 

万殿 慎二 

・瀬田会員、稲掛会員のスピーチ楽しみ 

 です。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 597,500円 
目標額 744,000円 達成率 80％ 1人当たり24,000円以上 

末永  寛 ・瀬田さん、稲掛さんのお話しを楽しみに。 

出射 靖生 ・瀬田会員、稲掛会員のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、太田 勝彦、千田   適 

吉田  修 

 

王   杲 

・ほろにが会楽しかったです。 

 有難う御座いました。 

安田  勝 ・札幌真駒内ＲＣ創立４５周年を祝して。 

万殿 慎二 ・ほろにが会、楽しみすぎました。 

内田 勝彦 ・３０周年実行委員会欠席おわび。 

稲掛 英男会員 

                          

「春の家族会」  
～松本さんちの酒蔵見学と十石舟の船旅 ～ 

 

日 時： ４月１４日（日） 
 集合： １０：３０頃 松本酒造に集合 
 
行 先： 松本酒造見学と伏見散策 
 十石舟の船旅  
 
会 費： ５，０００円 
   （小学生以下４，４００円） 

        

織田 鉄也 ・チョコレートありがとうございます！ 

 

出射 靖生 

・古畑さん、バレンタインチョコあり

 がとう。 

吉田  修 ・内山さん、先日はごくろうさまでした。 

中川 俊夫 ・早退おわび。 

BOXへ 稲掛 英男、井上 正佳、千田  適 

 

森  正廣 

・昨日、家内の母が亡くなりました。 

 １０５才。 

瀬田 保二会員 

２月会員誕生日お祝い 

稲掛会員、瀬田会員 

内田会長 
 

おめでとうございます 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

会員名 職業分類 勤務先    役職  

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 F 

林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 H 

菱田 匡樹 不動産仲介業 丸菱建設㈱ 取締役  

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 Ⅰ 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長  

井上 正佳 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・装飾業 ㈱イマジン 代表取締役社長  

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 K 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長  

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長  

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 M 

松尾 義平 生花市場 京都生花㈱ 相談役  

森    正廣  六和証券㈱ 取締役副社長  

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 N 

織田 鉄也 土木工事 ㈱ キョウラク 代表取締役 O 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役  

三田 昌資 通信業 ＮＩＣ㈱ 代表取締役 S 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長  

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役  

末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役  

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 T 

田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長  

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問  

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役  

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 U 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長  

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長  

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長  

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 W 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 Y 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表  

安田  勝 内科医 安田医院 院長  

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長  

 

京都桂川ロータリークラブ会員名簿 

（敬称略） 

会員３２名 



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 

3/1 
京都東 

「１００年を超える生ビールブランド『アサヒ 
生ビール』」 アサヒビール㈱京滋統括支社 

 久常 雄介様 

（金） 京都伏見 「洛外から見た京都企業」    サムコ㈱ 
代表取締役会長 兼 CEO 辻   理様 

 京都洛西 「中国の『今』」 米山奨学生 ドゥ ユエさん 

 京都紫竹 「歴史シリーズ② キトラ古墳以前の神々」 
元京都学園大学非常勤講師 堤   勇二様 

 京都乙訓 「クラブフォーラム」  会長 小川 修司会員 

3/4 京都西 新入会員スピーチ「自己紹介」 
会員  前田 智史様 

（月） 京都紫野 「畜産農家に生まれて、次世代につなぐ
経営」岡喜商店 代表取締役 岡山 和弘様 

 
京都中 

「日本とインドネシアの架け橋となるべく」
同志社大学大学院（博士課程）京都洛中ＲＣ
洛中桐田奨学生 プトゥ  アディ   アンディカ君 

 京都平安 18：30  次回の例会は、３月１１日（月）の開催
予定になります。 

3/5 京都東山 「休会」（金沢南50周年記念式典訪問 
の為）＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 クラブデー   京都西南RCアワード報告会  

 

京都洛中 

「生涯現役経営者!!下半身を鍛えて生涯 
 現役を手に入れましょう。皆様の次の 
 ステージは健康第一です。」 

ヨガインストラクター 矢野 由美様 

 京都洛南 「北インド古典音楽の世界」北インド古典
音楽 タブラ演奏家  藤澤 バヤン様他 

3/6 京都 －新会員スピーチ－「サラリーマンと 
 いう生き方」       澁谷 尚樹様 

（水） 京都西北 「京都御所献上『能勢の御猪子餅』の無賃荷
役御断り事件天明五年七月 丹波国鳥羽宿」

立命館大学文学博士 吉田 ちづゑ様 

 京都北東 「知ってる様で知らない京都」元(株)高島屋

京都店 店長 現顧問 米田庄太郎様 

 京都嵯峨野 「創立26周年記念例会」 

 京都朱雀 「アビリンピック京都大会に入賞して」 
      CRAワークサポートセンター 

3/7 

 京都南 

「現場で売れる『実践マーケティング』の
すすめ～誤った常識と古い理論の『呪縛』を
解く～」 大阪ガス㈱ エネルギー・文化 

研究所 主席研究員 鈴木 隆様 

（木） 京都北 「高齢社会における消費者被害と地域の見守り」
御池総合法律事務所 弁護士 森貞 涼介様 

 京都洛北 「世界遺産への誘い」    
旅する世界遺産研究家 久保美智代様 

 京都洛東 「色彩がわかると暮らしが変わる」 
㈱COLORHOUSE 代表取締役  廣田リカ様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「企業主導型保育事業開設の仕方」 
成基コミュニティーグループＣＯＯ 

佐々木 裕子様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢家庭集会報告｣ 
ロータリー情報委員長  伊東 一壽様 

 京都さくら 「（仮題）ヨガについて」足立 陽子様 

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    

 ザ・サウザンド キョウト  

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/ 


