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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 

 
４-５月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ４月 ７日（日）  桜クルージング 9：00 京都駅 

  ＪＲ湖西線 近江舞子行 3番ホーム 

  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 参加予定者30名 

  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 

  ４月 ６日（土） 2019学年度米山奨学生・カウンセラーの 

 オリエンテーション・歓迎会 メルパルク京都 

 9：00受付 9：30～14：00 髙橋会員、ﾛｲ君 

  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 

 万殿、森、太田、三田、髙橋、谷口、内田、王 

  ４月１８日（木） 京都南ＲＣ創立65周年記念式典 会長、幹事   

  ４月２４日（水） 賛西会  ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 

 現次年度会長幹事協議会 17:00～ 

 17：40受付 18：10開会 



 第１３９１例会  ２０１９年４月４日（木）   Vol.２９-３３

 プログラム 

 

 

  札幌真駒内ロータリークラブ訪問の報告 
 
  

 

 

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 

  「会員スピーチ」 

       内山 正元会員、 田中  守会員 

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３０・３１日、奈良において地区大会が開催され

 ました。当クラブから１４名のが参加いたしました。 

３．次週例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 

４．４月６日（土）メルパルク京都において2019学年度米山

 奨学生・カウンセラーのためのオリエンテーションと

 歓迎会が開催されます。髙橋カウンセラーとロイ君が

 参加されます。 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
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。 
４月 ８日（月）京都紫野ＲＣ 
   ビジター受付はありません。 

 翌朝は美味しい朝食のあと内田会長のレンタカー
で新千歳空港へ夕方６時過ぎには（私の財布忘れ事
件や手違いでの井上会員の別の空港到着事件）など 
ありましたが一応は無事帰京いたしました。 
皆様お疲れ様でございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告：太田幹事 

 

 

 

職業奉仕「講演会」の報告 
 

日 時  ３月２４日(日)   １３：００～ 

場 所  京都テルサホール 

参加者  吉田、井上両会員 
 

ロータリーの根幹である職業奉仕についてガバナー

経験者の論客お二人が、講演をされました。 

論点は、長きに渡るロータリアンのお二人でありな

がら全く違う切り口で興味深いものでした。 

 

               報告：井上正佳 

 去る２月２０日～２１日（水･木）にかけて真駒内
ロータリークラブ創立４５周年記念移動夜間例会に
内田会長、児嶋会員、髙橋会員、万殿会員、王会員、
井上会員、三田会員、太田の８名で参加させていただ
きました。 
 ２０日の午後１時３０分に新千歳空港に到着し、 
真駒内ロータリークラブ様の手配頂きましたバスに
乗り込み、定山渓温泉の会場まで約１時間の道のり
でした。会場の「定山渓温泉はなもみじ」に到着し
先ずは一風呂頂きまして、ラフな浴衣姿で例会場へ
と向かいました。 
 ４５周年記念例会では、真駒内ロータリークラブの
皆様に歓待していただき美味しい食事を頂きながら楽
しい意見交換ができたいい例会でした。 
 そのあとは例によっての２次会となり当クラブ 
内田会長の北海道地元の方でさえほとんど知らない
松山千春の曲の後、真駒内ロータリークラブ内海会
長の歌、当クラブそしてまた真駒内ＲＣと歌合戦を
繰り広げ大盛り上がりで酔っ払って就寝。 



【 】 小計 3,000円   今年度累計 183,500円 
目標額 400,000円 達成率 46％ 

 次回の例会 ４/１1（木） 

 第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 
 

      社会奉仕委員長 上原 従正会員 
    国際奉仕委員長 児嶋 雄二会員 

 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   

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第３回炉辺会合２班の報告 
 

 日時  ３月２６日（火） ＰＭ６：３０から 

 場所 ぎをん 川柳  

 メンバー 鎌野、内山、万殿、菱田、井上の各会員 

 

祇園の桜もちらほら咲き出した弥生のひと夜、 

旬の蛍烏賊のしゃぶしゃぶに舌つづみを打ちつつ、 

楽しい会合を開きました。 

話は映画の話題から始まり、そしてビニーの名前を 

思い出すのに苦労し、やがて海外交流の話。 

そして女性会員の勧誘、挙句に菱田会員の結婚話まで 

飛び出し、ゆったりの３時間があっという間に過ぎて行き

ました。 

 

 

 

 

 

 
 

報告者 井上正佳 

４月は母子の健康月間 

万殿 慎二 ・太田さん花のない花見楽しみました。 

 前回例会出席報告  

【 】 小計 11,000円 今年度累計 719,500円 
目標額 744,000円 達成率 97％ 1人当たり24,000円以上 

 

万殿 慎二 

・井上さん、炉辺会合ありがとうござい

 ました。 

BOXへ 三田 昌資、稲掛 英男、吉田  修 

井上 正佳、鎌野 孝和、田中    守 

千田  適、末永  寛、 

林   良訓 ・早退おわび。 

【ニコニコ箱】 小計 30,000円 今年度累計 1,032,900円 
目標額 1,300,000円 達成率79％ 

京都西ＲＣ 

西田 哲郎様 

・メーキャップにまいりました。本日は 

 よろしくお願い致します。 

BOXへ 児嶋 雄二、井上 正佳、鎌野 孝和 

田中   守、三田 昌資 

 

万殿 慎二 

・児嶋さん、先日はありがとうございま

 した。 

 

安田  勝 

・誕生日自祝 うれしいこと２つ３つ

 つづきました。 

王   杲 ・内田会長のライブ楽しかった。 

中川 俊夫 ・初めて花粉症になりました。 

 

森  正廣 

・京響マーラー「夜のうた」初めて聞き

 ました。大感動！ 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 502,700円 
目標額 613,800円 達成率 82％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

谷口 泰義 ・春の家族会楽しみにしています。 

千田  適 ・春は名のみの風の寒さや！ 

出射 靖生 ・早咲きの桜が満開です。 

上原 従正 ・桜開花を楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、太田 勝彦、井上 正佳 

鎌野 孝和、田中  守、三田 昌資 

森  正廣 ・新入生に期待。 

BOXへ 吉田  修 

３月２８日（木）例会 

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２５名（６名）８６．２１％  
ご来客  １名  
３/１４ＭＵ後の出席率 ８２．７６％ 

太田 勝彦 ・春らしい風が吹いてます。 

 

 

吉田  修 

・稲掛先生の遅い春に乾盃！ 

 さぞかし草葉の陰で奥様もお喜びの

 ことでしょう。 

出射 靖生 ・早退おわび、会長殿よろしく。 

稲掛 英男 ・自祝 

 

 

吉田  修 

・昨日、東京ロータリークラブにメー

 キャップに行って参りました。バナーも 

 交換してきました。 

万殿 慎二 ・内田会長のステージ最高でした。 

クラブ・デー 
 第８回クラブ討論会（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

会員誕生日お祝い 
森会員と安田会員 

米山奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ 
髙橋会員と鎌野会員 

内田会長 
RLI終了証の授与 
髙橋会員 



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 

4/5 京都東  「台南訪問道中記」オン・ツー台南2019実行
委員長 小池 薫様実行委員 仲田 吉儀様 

（金） 京都伏見 ～新会員スピーチ～ 
奥  達也会員、西村 隆治 会員 

 京都洛西 「サンドブラストガラス工芸の魅力」ガラス工芸
作家 宝塚すみれギャラリー主宰 山田えいこ様 

 
京都紫竹 

「新入会員スピーチ」     橋本伊有子会員 
「クラブ・フォーム 国際奉仕について 」  

原田孝一朗会員 

 京都乙訓 「クラブ協議会」～地区大会に参加して～ 

4/8 京都西 「私の職業と歓び」   会員 武田 敏也様 
安井 隆廣様、由良  徹様 

（月） 京都紫野 「観桜・夜の家族例会のため、例会日時・
場所変更」 ＊ビジター受付はありません。 

 京都中 「2019-20年度 青少年交換派遣予定学
生紹介」生木 尊君、会員 八木 透君  

 京都平安 18：30  「腸が変われば身体は変わる」 ㈱玄米 
酵素 大阪支店支店長 畠中 雅規様 

4/9 京都東山 「新入会員ｽﾋﾟｰﾁ」赤木 厚様、藤居一彦様  
クラブ・アッセンブリー次年度予算審議 

（火） 
京都西南 

「京都における“よしもと”」～吉本興
業が京都の皆様とご一緒させて頂く事業 

のご紹介～吉本興業㈱ 木村 深雪様 

 京都洛中 例会の時間・場所臨時変更 
＊ビジター受付は平常通り行なわれます。 

 京都洛南 「津軽三味線演奏」和太鼓奏者、邦楽打
楽器奏者、津軽三味線奏者 山内利一様 

4/10 京都 「日本画の中の風景-花鳥風月／社会と
絵をえがく-」 日本画家  定家亜由子様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「 第３回クラブアッセンブリー」 

 京都北東 「京都産業大学神山交響楽団 演奏会」 

 京都嵯峨野 ＜春の家族例会の為、例会変更＞ 
＊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。 

4/11 

 
京都南 「知恵産業の意味」 

小堀経営研究所長 小堀  脩様 

（木） 京都北 ｢皇室のみてら泉涌寺」  総本山御寺  
泉涌寺 執事・教学部長 渡邊 恭章様 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「未定」       会員 中村 廣良様 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

8：00 

「未定」京都外国語大学国際貢献学部 
グローバルスタディーズ課学科 准教授 

 宮口 貴彰様    

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら ～会員スピーチ～「人生の後半を 
振り返って」桒原 靖子様 

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/ 


