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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 

 
３-５月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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 

  ５月１２日（日） 第２２回川クラブ友好の集い 

  

◆地区行事 

  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 新会員セミナー  10：00～12：00 

        青少年フォーラム 10：00～12：00 

        本会議  13：00～16：00 

        大懇親会 16：30～18：00 

 

 

 



 第１３８９回例会  ２０１９年３月１４日（木）   Vol.２９-３１

 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 「花」 

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 

 「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 

 

閉会点鐘    13：30   

 スピーカーのご紹介 

山田 俊哉
や ま だ  と し や

 様 
 

ご略歴 

 １９８３年４月 京都市消防局 入局 

 

 ２０１６年４月 京都市西京消防署長 

１．本日例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 

２．３月１７日（日）京都ホテルオークラにおいて、会長

 エレクト研修セミナーが行われます。髙橋会長エレクト

 が出席されます。 

３．次週の例会は祝日休会です。 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆地区大会（3/31）近鉄乗車時間のお知らせ 
クラブで近鉄電車の切符を申し込まれた方は次の時間の
電車になります。 
【往路】 
  京都駅   11：10 発 → 畝傍御陵前駅 12：04着 
【復路】 
 橿原神宮駅 18：26 発 → 京都駅   19：20着 
 
◆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。 
 
   

今日の歌   

「花」 
作詞 武島 羽衣 作曲 滝 廉太郎 

 
 

春のうららの隅田川 

のぼりくだりの船人が 

櫂
かひ

のしづくも花と散る 

ながめを何にたとふべき 

 

第２２回川クラブ友好の集い 
 

日 時： ２０１９年 ５月１２日（日） 
  集合 ＪＲ山崎駅 午前１０時 
 

会 費： １０，０００円 
 

訪問場所： 三川合流点～「三笑亭」（創業149年の 

 天婦羅屋さん）で昼食。その後、（三川

 合流を上から見る）大山崎山荘美術館

 から宝積寺（三重塔）を見学して解散。 

 

☆ 三川合流点とは：桂川、宇治川、木津川の３つの 

   川が合流して淀川となって下るところ。 

 

【スケジュール】 
 

10：00 JR山崎駅 集合  解散午後4時（予定） 

10：10  バスで三川合流地点へ（10分程度） 

10：30 淀川河川公園「さくらふれあい館」到着後、

 地元案内人による説明。展望台から三川

 合流を見る。降りて背割り桜堤を散策。 

11：30  「さくらふれあい館」を出発 山崎駅へ。

 離宮八幡宮から「三笑亭」へ 

12：00  「三笑亭」にて昼食。 14:00まで。その後、

 シャトルバスにて大山崎山荘美術館や宝積

 寺（三重塔）を見学してJR山崎駅で解散。 
 

当クラブがホストをいたします。 

多数のご協力をお願いします。 



【 】 小計 5,000円   今年度累計 172,500円 
目標額 400,000円 達成率 43％ 

 次回の例会 ３/２８（木） 

  

クラブ・デー 
第８回クラブ討論会（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

 前回例会報告 

【 】  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   

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第３回炉辺会合１班の報告 
 

 日時  ３月６日（水） ＰＭ６：００から 

 場所 からすま京都ホテル 「入舟」 

 メンバー 松尾、近藤、児嶋、万殿、上山の各会員と 

 堀元元会員 
 

万殿会員、堀元(元会員)の参加もあり計6名での開催

となりました。｢会員増強｣のテーマのもと和気あいあ

いと話は弾みあっという間の2時間でした。 

久し振りの近藤会員を交えて、今こそ皆の知識を  

知恵に変え、会員増強に踏み出さなければいけない

と途中熱い話と 

なりつつも思って

いた以上に美味

しい食事も堪能し 

散会いたしまし

た。 

 

報告者  

    上山 泰弘 

３月は水と衛星月間 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

 
 
「おしゃべりタイム」 
 
 プログラム委員長 
  上山 泰弘会員 
 

 前回例会出席報告  

３月７日（木）例会 

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２３名（７名）７６．６７％  
ご来客 ２名   

 

森  正廣 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 690,500円 
目標額 744,000円 達成率 93％ 1人当たり24,000円以上 

 

吉田  修 

・４/１４春の家族会の参加よろしく 

 お願いします。 

菱田 匤樹 ・おしゃべりタイム楽しみにしておりま

BOXへ 德田 正彦、鎌野 孝和、万殿 慎二 

稲掛 英男 

藤井文治郎 ・今回は事故なくよかった。 

・豊後竹田「岡城」荒城の月で、よみが

 えった山城は非常に大きな城。 

 

吉田  修 

・ゴーンさん、いつからマジシャンに

 なりましたか？ 

【ニコニコ箱】 小計 39,000円 今年度累計 980,900円 
目標額 1,300,000円 達成率75％ 

藤井文治郎 ・長期欠席おわび。 

BOXへ 織田 鉄也、三田 昌資、鎌野 孝和 

稲掛 英男 

松尾 義平 ・春本番ですね。 

谷口 泰義 ・春の家族会楽しみにしています。 

 

万殿 慎二 

・炉辺会合、上山さんありがとうござい

 ます。 

児嶋 雄二 ・上山さん、昨日の炉辺楽しかったです。 

吉田  修 ・松尾さん、林さんお元気でなによりです。 

德田 正彦 ・天候不順です。 

 

森  正廣 

・「九重‘夢’大吊橋」大展望、向い側の

 「白鳥神社」が厳かです。 

林  良訓 ・保釈金が１０憶すごいですね。 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 471,700円 
目標額 613,800円 達成率 77％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

藤井文治郎 ・１ヶ月毎日１万歩達成。 

林  良訓 ・とりあえず元気です。 

 

内山 正元 

・出射様のご母堂様のご逝去をおくやみ 

 申し上げます。 

 

安田  勝 

・今年も春がきました。  

 うれしいこと、さびしいこと。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、万殿 慎二 

三田 昌資 

山本 拓生 ・痛風の薬、飲み始めました。 

BOXへ 吉田  修、三田 昌資、鎌野 孝和 

 

障がいのある人と家族の日帰りバスツアー 
 

 日 時 ２０１９年 ４月２１日（日） 

  出発 ８：３０ 西京区役所前 集合 

       ８：５０ 洛西境谷大橋 集合 

  到着 １７：００ごろ 
 

行き先 関西空港展望ホール「スカイビュー」 

  ハーベストの丘 ＢＢＱ 



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 

3/15 京都東 「大嘗祭について」   会員 中田 幹男様 

（金） 京都伏見 ～国際奉仕クラブ・フォーラム～  

 京都洛西 「歌が伝えるもの」   僧侶・歌手（浄土真宗 
本願寺派、明覺寺住職） 柱本めぐみ様 

 京都紫竹 「歴史シリーズ③ 古墳の話」 
龍谷大学名誉教授 岡﨑 晋明様 

 京都乙訓 「新入会員自己紹介」     渡辺 一貴会員 

3/18 京都西 ＜京都紫野RCとの合同例会の為、臨時変更＞
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（月） 
京都紫野 

京都西R.C.との合同例会 
「鏡作りの山本家と青銅鏡の歴史」 
㈱山本合金製作所 取締役 山本富士夫様 

 
京都中 

「鉄道オタクのとっておきのお話」 
㈱伴戸商店 代表取締役  

京都紫野ＲＣ会員 伴戸 恒夫様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、３月２５日（月）の開催
予定になります。 

3/19 京都東山 クラブ・フォーラム 
（クラブ管理運営委員会） 

（火） 
京都西南 

「京都経済センター構想の概要」 
一般社団法人京都知恵産業創造の森  

専務理事  山下 徹朗様 

 
京都洛中 

「私の生い立ちとラオス地方の教育の課題」 
京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 

博士課程 留学生 ペッサダー アミット君 

 京都洛南 「休会」  ＊ビジター受付はありません。 

3/20 
京都 

「京都の工芸 ― 陶芸家・石黒宗麿の 
作陶風景から」京都精華大学 伝統産業
イノベーションセンター長 米原有二様 

（水） 京都西北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 「休会」＊ビジター受付はありません。 

3/21 

 
京都南 「祝日休会」 

（木） 京都北 「祝日休会」 

 京都洛北 「祝日休会」 

 京都洛東 「祝日休会」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「祝日休会」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「祝日休会」 

 京都さくら 「祝日休会」 

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/ 


