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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 

出射会員夫人 出射喜代子 画 

 
３-４月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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、十石船 

  １０：３０頃 松本酒造に集合 

  ４月２１日（日）  「障がいのある人と家族の日帰りバスツアー」  

  関西空港、ハーベストの丘 

  ８：３０ 西京区役所前 集合 

  ８：５０ 洛西境谷大橋 集合 

 

◆地区行事 

  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 

 森、王、三田、谷口、内田、万殿の各会員 

  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 髙橋会員 

  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 内田、井上、織田の各会員 

  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 

  ３月３１日（日） 地区大会 本会議  13：00～16：00 

        大懇親会 16：30～18：00 
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 プログラム  炉辺会合の報告 

2018-19年度 第３回炉辺会合３班の報告 
 

 日 時  平成３1年2月24日(日） 午後６時００分より 

 場 所  「龍門 岡崎」 

 参加者  谷口・上原・末永・高橋・王・三田・森の各会員 

        （林・山田の各会員は欠席）    

 

  今年度のテーマは、｢会員増強の実践」と言うことで、 

第３班としては、三田会員の入会を得ることができました。 

 この経験をもとに、さらなる新入会員の勧誘に取り組もう

と、おいしい四川料理

と紹興酒で盛り上がり

ました。 

 そして、例のごとくほろ

ほろほろ酔いでお開きと

なりました。 

 ご参加のみなさんお

疲れ様でした。                

（報告者 森 正廣） 

 

2018-19年度 第３回炉辺会合４班の報告 

 

 3月2日（土）午後6時からANAクラウンプラザ京都の 

地下１F中華料理「花梨」において開催しました。 

 参加者は、徳田、瀬田、千田、吉田、中川、内田、織田

の各会員。 

 会合では、会食の前に前回の会合以後、どのように会員

増強に取り組んだか、について一人ひとり意見を出し合い

ました。それぞれの発言は、成果には結びつかなかった 

ものの、「今、増やさなければ、、」との高い意識をもって取

り組んでいただいたことがよくわかりました。 

 食事を進めながらも、具体的に共通する友人の名前を

挙げて、ターゲットとして考えてゆくことなどが話し合われま

した。 

出された最後のお料理

「杏仁豆腐」を食べ終え

て、今期も四分の三が

過ぎ、残す3カ月でなんと

してもこの班からもう一人

の増強を果たしたいとの

熱い思いとともに散会

いたしました。 

（報告者 吉田 修） 
 

 

開会点鐘    12：30                               

 国家 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

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 

 予定変更 

 「おしゃべりタイム」 

 

閉会点鐘    13：30   

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会が開催されます。

２．３月１日（金）洛西高等学校の卒業式に内田会長が出席

 されました。 

３．３月２日（土）会員増強アクション会議が開催され、

 万殿会員増強委員長が出席されました。 

４．次週例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 

５．出射会員のご母堂（喜代子）様が３月５日ご逝去され

 ました。謹んでお悔やみ申し上げます。 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆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） 
３月２９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） 
  ＊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 
３月２７日（水）京都北東ＲＣ 
３月２９日（金）京都東ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 
   ＊以上、ビジター受付はありません。 

                          

「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） 



【 】 小計 5,000円   今年度累計 167,500円 
目標額 400,000円 達成率 42％ 

 次回の例会 ３/１４（木） 

  

「京都の火災と消防の歴史」 
 

   京都市西京消防署長 山田 俊哉様 

 前回例会報告 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 459,700円 
目標額 613,800円 達成率 75％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【 】  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   

３月は水と衛星月間 

【ニコニコ箱】 小計 31,000円 今年度累計 941,900円 
目標額 1,300,000円 達成率72％ 

吉田  修 ・札幌に訪問の皆様ごくろうさまでした。 

「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ブ 

 前回例会出席報告  

２月２８日（木）例会「京都西南RCとの合同例会」 

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（６名）８９．６６％  
ご来客 ２名  京都西南ＲＣ出席者 ２６名 
２/１４ＭＵ後の出席率 ８８．８９％ 

 

内田 勝彦 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 本日はよろしくお願いします。 

BOXへ 三田 昌資、鎌野 孝和、織田 鉄也 

稲掛 英男 

瀬田 保二 ・西南様、京都桂川のスピーチ楽しみに。 

德田 正彦 ・親クラブ、合同例会よろしく。 

出射 靖生 ・合同例会に。 

 

吉田  修 

・京都西南ＲＣの皆様、本日はお世話に 

 なりありがとうございます。 

内山 正元 ・合同例会によせて。 

髙橋 英明 ・本日合同例会よろしくお願いします。 

 

万殿 慎二 

・西南ＲＣの皆様よろしくお願いいたし

 ます。 

谷口 泰義 ・合同例会お世話さんです。 

林  良訓 ・西南ＲＣの皆様よろしくお願いします。 

井上 正佳 ・合同例会よろしくお願いします。 

中川 俊夫 ・祝、合同例会。 

 

森  正廣 

・クリーン大作戦のあと徳田さんお世話 

 になりました。ありがとうございます。 

 

菱田 匡樹 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 610,500円 
目標額 744,000円 達成率 82％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 

・児嶋委員長、札幌真駒内ＲＣ４５周年。 

 お世話になりました。 

出射 靖生 ・両会長スピーチ楽しみに。 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男、鎌野 孝和 

織田 鉄也 

 

千田  適 

・北海道へ行かれた皆様、地震は大丈夫

 でしたか。 

・西南ロータリークラブ様、本日は宜し 

 くお願い致します。 

 

王   杲 

・西南ロータリーの皆様、本日宜しく

 お願い致します。 

安田  勝 ・合同例会によせて。 

末永  寛 ・西南ＲＣとの合同例会を祝して。 

 

内田 勝彦 

・会員増強へのご協力よろしくお願い

 します。 

 

上原 従正 

・２月２４日桂川クリーン大作戦の出席の

 皆様、ご苦労様でした。。 

 

児嶋 雄二 

・札幌真駒内ＲＣの皆さん、大変お世話

 になりました。 

太田 勝彦 ・真駒内訪問、おつかれ様でした。 

 

王   杲 

・札幌真駒内ＲＣの例会、大変楽しかった

 です。 

万殿 慎二 ・林さんお久しぶりです。 

出射 靖生 ・少し暖かくなってきましたね。 

BOXへ 井上 正佳、鎌野 孝和、三田 昌資 

織田 鉄也、稲掛 英男 

 

万殿 慎二 

・北海道では内田会長、児嶋さん、太田 

 さん、たいへんお世話になりました。 

 

髙橋 英明 

・北海道ではお世話になりありがとうござ

 いました。 

林  良訓 ・皆様ごぶさた致しております。 

 

 

吉田  修 

・冨井輦山先生を偲んで。 

 クラブソングのリーダーをつとめさせて 

 いただきます。 

 

王   杲 

・第三班炉辺会の皆様大変お世話になり

 ました。 

林  良訓 ・やっと娑婆にもどってまいりました。 

 

末永  寛 

・王さん先日の家庭集会ありがとうござ

 いました。 

吉田  修 ・母の祥月命日に寄せて 

 

 

万殿 慎二 

・桂川のおそうじ参加の皆様ご苦労様で

 した。徳田さんおいしいお野菜ありがと

 うございます。 

森  正廣 ・合同例会にあたって。 

小川会長 木村会長ｴﾚｸﾄ 前野親睦活動委員長 

玉城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ブ 

内田会長 千田30周年実行委員長 

BOXへ 三田 昌資、織田 鉄也 



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 

3/8 京都東 「格差社会の現状と課題」 
同志社大学経済学部 助教 迫田さやか様 

（金） 京都伏見 「日本のサッカー界の現状と京都サンガの今シー
ズンの展望 」㈱松山閣 代表取締役 松山吉之様 

 京都洛西 「鎌倉中央RC訪問報告」         会員 

 京都紫竹 「東北大震災のその後」 社会福祉 
精神保健福祉士、防災士 笹尾 博之様 

 京都乙訓 「監督達とこだわりの小道具」」 ㈱高津商会 
代表取締役社長 京都西RC会員 高津 博行様 

3/11 
京都西 

「大規模災害時の遺体安置所～東日本大
震災の経験から～」京都大学大学院医学
研究科 法医学講座准教授 小谷 泰一様 

（月） 京都紫野 「写真家の色と視点」㈱TO SEE 

代表取締役 写真家 中島 光行様 

 京都中 「日本のまつりと篠笛」 
 ㈱文化研究社・篠笛奏者 森田  玲様 

 京都平安 18：30 「美味しい珈琲のたてかた」㈱ワールド
コーヒー 代表取締役社長  戸塚  晴彦様 

3/12 京都東山 クラブ・デー「未定」 
老松 当主 太田  達様 

（火） 京都西南 「京都府の対日投資・販路開拓支援事業 
について」京都府経済交流課 川上 拓也様 

 
京都洛中 

「くらしに役立つ気象の話-気象の読み方と 
最近の気象状況について-」 一般財団）日本
気象協会関西支社 気象予報士 小原由美子様 

 
京都洛南 

「アラブ・トルコで使われるウードという 
 弦楽器の演奏」ウード演奏家 

洗足学園音楽大学講師 常味 裕司様 

3/13 
京都 

-ローターアクト週間に因んで- 
「周年会長の過去と今」 京都ローター 

アクトクラブ会長 福士  裕大様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「青少年部門第６回クラブフォーラム」 

 京都北東 「未定」 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 クラブ・デー「新入会員スピーチ」 
末友 久史様 

3/14 

 
京都南 「創立６５周年記念例会 」 

＊ビジター受付はありません。 

（木） 
京都北 

「社員の採用と接し方」 
キャリアコンサルティング協議会 認定  
キャリアコンサルタント 堀江 和人様 

 京都洛北 クラブデー 

 
京都洛東 

「京都の伝統と文化に携わって～五条坂 
茶わん坂ネットワークを中心に～」 

㈱マックス 代表取締役 上村 明美様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「伊勢志摩サミットに参画して」近鉄不動
産㈱ハルカス運営部 部長 西畑 宏昭様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

～Ｆ＆Ｆデイ～「音楽例会」 
＊ビジター受付はありません。 

 
京都さくら 

「ＩＴベンチャーの創業から上場まで」 
パクサヴィア創業パートナー  

荒木 篤実様 

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/ 


