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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    

  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 

  集合 ＪＲ山崎駅 午前１０時 

  

◆地区行事 

  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 

  ４月 ９日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 京都西ＲＣ 

  ４月１８日（木） 京都南ＲＣ創立65周年記念式典 

  ４月２４日（水） 賛西会 18：10～20：40 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 

  



 第１３９０例会  ２０１９年３月２８日（木）   Vol.２９-３２

 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 

  第８回クラブ討論会（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

 

閉会点鐘    13：30   

１．３月１７日（日）会長エレクト研修セミナーが行われ、

 髙橋会長エレクトが出席されました。 

２．３月２４日（日）地区職業奉仕「講演会」が行われ、

 井上会員、織田会員、吉田会員が出席されました。 

３．３月３０、３１日、あすかＲＣのホストで地区大会が

 開催されます。当クラブから会長幹事をはじめ会員１４

 名のが参加いたします。 

４．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 

 理事役員会 

日 時 2019 年３月７日(木) ｻﾞ･ｻｳｻﾞﾝﾄﾞ ｷｮｳﾄ 
出席者 内田、万殿、髙橋、林、吉田、上原、山本、 
 児嶋の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．第８回クラブ討論会について  3/28（木） 
４．地区大会について      3/30・31（土・日） 
５． 第７回クラブ討論会（社会・国際奉仕） 4/11（木） 
６．「春の家族会」について 4/14（日） 
７．第３回クラブ協議会（地区大会報告）  4/18（木） 
８．「障がいのある人と家族の日帰りﾊﾞｽﾂｱｰ」4/21（日）     
９．第２２回川クラブ友好の集い 5/12（日） 
10．会員増強について 
11．その他  ・京都市内24ＲＣ共同事業について 
       ・米山奨学生について 

 次年度理事役員会 

日 時 2019 年３月７日(木) ｻﾞ･ｻｳｻﾞﾝﾄﾞ ｷｮｳﾄ 
出席者 髙橋、山本、万殿、内田、吉田、上原、森 
 児嶋、菱田の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 
３．年間行事予定について 
４．地区研修協議会について 
５．その他  ・財団補助金の申請 
  ・植樹（30周年）西総合支援学校 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
３月２９日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：00、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて） 
４月１１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） 
４月１８日（木）京都南ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都にて） 
４月２４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２９日（金）京都紫竹ＲＣ 
４月 ３日（水）京都西北ＲＣ 
４月 ４日（木）京都北ＲＣ 
４月 ８日（月）京都紫野ＲＣ 
４月１０日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
４月１７日（水）京都北東ＲＣ 
４月２３日（火）京都洛南ＲＣ 
４月２５日（木）京都さくらＲＣ 
４月３０日（火）京都洛南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） 

        

 

会員誕生日お祝い   

  ４日 森       正廣会員 ２７日 安田 勝会員 
  

 

結婚記念日お祝い 

   ２日 田中 守会員 ５日 末永  寛会員 

   ３０日 近藤永太郎会員       
 

創業記念日お祝い 

  １日 上山泰弘会員 上山歯科診療所 

  ３日 安田 勝会員 安田医院 
 

３月おめでとうございます 



【 】 小計 8,000円   今年度累計 180,500円 
目標額 400,000円 達成率 45％ 

 次回の例会 ４/４（木） 

  

「会員スピーチ」 
    内山 正元会員、田中  守会員 

 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   

３月は水と衛星月間 

万殿 慎二 ・山田署長のスピーチ楽しみです。 

「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 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

３月３０日（土） 

14：00～16：00 会長・幹事・地区委員長会議 

17：00～19：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

（THE KASHIHARA）  

３月３１日（日） 

  7：30～  8：30 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

10：00～12：00 新会員セミナー 

10：00～12：00 青少年奉仕フォーラム 

（奈良県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ） 

13：00～16：00 地区大会本会議（ｼﾞｪｲﾃｸﾄｱﾘｰﾅ奈良） 

16：30～18：00 大懇親会 「絆」 

（THE KASHIHARA） 

出席予定者： 内田、太田、井上、上原、上山、織田 

  三田、末永、髙橋、谷口、徳田、万殿 

  山本の各会員 １３名 
 

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 

 前回例会出席報告  

【 】 小計 18,000円 今年度累計 708,500円 
目標額 744,000円 達成率 95％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 

・今月１９日火曜日、「Ｂａｒはでな」

 さんで、歌うことになりました。 

 

末永  寛 

・上山さん、先日はスピーチすみません

 でした。 

BOXへ 吉田  修、千田  適、三田 昌資 

稲掛 英男 

中川 俊夫 ・春はまだか？ 

【ニコニコ箱】 小計 22,000円 今年度累計 1,002,900円 
目標額 1,300,000円 達成率77％ 

 

内田 勝彦 

・京都市西京消防署長 山田俊哉様 

 本日はよろしくお願いします。 

BOXへ 三田 昌資、太田 勝彦、髙橋 英明 

林  良訓 ・西京消防署長様、本日は御苦労様です。 

 

稲掛 英男 

・西京消防署長 山田俊哉様のスピーチ 

 楽しみに。 

末永  寛 ・山田様のお話しを楽しみに。 

王   杲 ・消防署長 山田様のスピーチをお楽しみ。 

吉田  修 ・山田俊哉様ごくろうさまです。 

出射 靖生 ・御会葬御礼申し上げます。 

 

森  正廣 

・花見前の吉野神社は静かで冷厳新で

 あった。 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 482,700円 
目標額 613,800円 達成率 79％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・先日のほろにが会楽しかったです。 

 皆さんありがとうございました。 

 

吉田  修 

・あらためて出射先生ご愁傷様でござい 

 ます。 

安田  勝 ・本日早退おわび。 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん飲みすぎました。 

 

 

王   杲 

・ほろにが会大変楽しかった。 

 内田会長、万殿さん大変お世話になり

 ました。有難う御座いました。 

BOXへ 千田  適、三田 昌資、稲掛 英男 

織田 鉄也 ・年度末でたいへんです！！ 

BOXへ 吉田  修、太田 勝彦 

３月１４日（木）例会 

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２４名（６名）８２．７６％  
ご来客  ３名  
２/２８ＭＵ後の出席率 ８９．６６％ 

 

 

万殿 慎二 

・大塚さん、ほろにが会ではいつもお世話 

 になりありがとうございます。東京でも

 ほろにが会を開催して下さい。 

千田  適 ・寒いですね、お体大切に。 

中川 俊夫 ・世界に平和を。 

谷口 泰義 ・ほろにが会ごくろうさんでした。 

上原 従正 ・米山奨学生の卒業を祝して。 

内山 正元 ・花粉の飛散が最高潮です。 

 

 

出射 靖生 

・本日はホワイトデー 

 古畑さん、バレンタインにはいつも気を 

 つかっていただき有りがとう。 

 

森  正廣 

・誕生日は、家族で「ふじ」を食べて行 

 きました。 



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 

3/29 京都東 「休会」＊ビジター受付はありません。 

（金） 京都伏見 ～京都洛南ＲＣとの合同例会～ 

 京都洛西 「カンボジア訪問報告」会員 

 京都紫竹 例会変更 ※地区大会参加親睦旅行の為、
3/30に変更 ＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「これからのまちづくり」 
長岡京市長 中小路健吾様 

4/1 
京都西 

新入会員スピーチ 「私の生い立ちから 
現在までと仕事について少々」 

会員 澤井 大輔様 

（月） 京都紫野 「薬膳視点の高血圧対策」 
国際薬膳調理師 伊藤 菜苗様 

 京都中 「会員スピーチ」     谷  淳司様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、４月８日（月）の開催予
定になります。 

4/2 京都東山 クラブ・デー 

（火） 京都西南 クラブデー 

 
京都洛中 

「AIとモデル、データ、アルゴリズム」 
㈱モーダルステージ 代表取締役  

石崎 文雄様 

 
京都洛南 

「歌はヨロコビ、歌は人生、三線と奏でる
歌物語」三線・三味線・ウクレレ奏者、
歌の講師        清水 彩月様 

4/3 京都 - 新会員スピーチ-  「南座四百年の 
『たすき』をお預かりして」藤田 孝様 

（水） 京都西北 例会場変更 
「嵯峨・嵐山界隈の歴史散策」 
本川産業㈱ 代表取締役 本川 淳一様 

 
京都北東 

「最新の京都経済の動向について」 
帝国データーバンク京都支店  

財務アナリスト 齋藤 英則様 

 京都嵯峨野 ～マナー講座10～ 
「仏壇の設置及び処分について」 

 京都朱雀 「朱雀塾」 前田 正彦様、橋本 眞一様 

4/4 

 
京都南 「会員スピーチ」 

高橋 克典会員、安本 晃通会員 

（木） 京都北 ～第3000回記念 夫人同伴夜間例会～ 
＊ビジター受付はありません。 

 
京都洛北 

「京都国際観光の現状と課題」（公財）
京都文化交流コンベンションビューロー国
際観光コンベンション部部長 星 周平様 

 京都洛東 「私の履歴書」 
会員 田中 真壹様、戸川 隆博様 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

8：00 

「未来の声を、聞こう、いま、私たちに
できること。」NPO法人 子育ては親
育て・みのりのもり劇場 伊豆田千加様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢台湾・三重北區ＲＣ訪問報告｣  
会長 松本 恒司様 

国際奉仕委員長 中野 種樹様 

 京都さくら ～会員スピーチ～  
「会計よもやま話」村尾 愼哉様 

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/ 


