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「インスピレーションになろう」 

        RI会長 バリー・ラシン 

会長テーマ 
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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 

 
４-６月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ４月１４日（日）  「春の家族会」 松本酒造、十石船 

  10：30 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  

上原、末永、徳田の各会員 

  ５月１２日（日）  第２２回川クラブ友好の集い 

   集合 ＪＲ山崎駅 10：00 

  ６月２９日（土）  年度末会員懇親会 竹茂楼 

  18：30～ 15,000円 

◆地区行事 

  ４月１３日（土）  乙訓青年会議所創立40周年記念式典懇親会 

  14：00～20：00 ｳｪｽﾃｨﾝ都 内田会長 

  ４月１３日（土）  2015-16年度 賛西会 会長幹事懇親会 

  18：30～ 京料理 せんしょう  稲掛、吉田の各会員 

  ４月１８日（木） 京都南ＲＣ創立65周年記念式典 会長、幹事 

  ４月２０日（土） 2019-20年度 地区研修・協議会 

 13：00～17：05 京都国際会館 

 髙橋、井上、上原、中川、森、児嶋、鎌野 

 山本、菱田の各会員 

 夕食会 18：00～ 和食庵 さら   

  ４月２４日（水） 賛西会  ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 18：10～ 

 

 



 第１３９２例会  ２０１９年４月１１日（木）   Vol.２９-３４

 プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

今日の歌「春の小川」 

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 

 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 
  
閉会点鐘    13：30   

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 

 
 「ようこそ 日本のはじまり、奈良あすかへ」のタイトルで開会
した本年度の地区大会は、例年とは少し様相を変えて、見応えの 
あるものでした。 
  会場のジェイテクトアリーナ奈良はクラブ毎の全席指定席で、 
我がクラブの席は前方ステージに近く楽しめました。 
橿原神宮の巫女さんによる神楽でスタートし、来賓の皆様のご挨拶に
続いて、長谷寺の僧侶による「声明」という厳かで勇壮な儀式を 
観た後、いつもの講演という形ではなく、ロータリーフォーラム 
という形式で、元国連大使の吉川様、元環境省の三好様から貴重な  
お話をお聞きできました。 
 懇親会は会場を移動して、THE KASHIHARAにて食べ切れない料理
で、最後まで楽しませていただきました。ホストのあすかロータ
リークラブの皆様には大変お世話になりました。 
 ご参加の会員の皆様、お疲れ様でした。 
 

                                      （報告 内田会長） 

 幹事報告 

１．本日例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 

２．４月６日（土）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が開催され、髙橋カウンセ

 ラーとロイ君が参加されました。 

３．４月１３日（土）乙訓青年会議所創立４０周年記念式典

 懇親会が行われ、会長が出席されます。 

４．４月１４日（日）「春の家族会」を開催します。 

 １０時半に松本酒造集合です、よろしくお願いいたし

 ます。 

 理事役員会 

日 時 2019 年４月４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、太田、田中、井上、吉田、 
 中川、上原、山本、児嶋、末永、出射の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．第７回クラブ討論会（社会・国際奉仕） 4/11（木） 
４．「春の家族会」について 4/14（日） 
５． 第３回クラブ協議会（地区大会報告） 4/18（木） 
６．「障がいのある人と家族の日帰りﾊﾞｽﾂｱｰ」 4/21（日） 
７．賛西会について  4/24（日） 
８．第２２回川クラブ友好の集い 5/12（日）    
９．第９回クラブ討論会（研修ﾘｰﾀﾞｰ） 5/16（木） 
10．第４回炉辺会合について 
11．会員増強について 
12．その他   

 次年度理事役員会 

日 時 2019 年４月４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、井上、田中、吉田 
 上原、中川、末永、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．会長エレクト研修セミナー報告 3/17（日） 
５．地区研修協議会について 
６．ガバナー公式訪問について 
７．表敬訪問について 
８．週報について 
９．ホームページの更新について 
10．その他  ・例会運営について 
  ・会員お祝いについて 
  ・年度末会員懇親会について 



【 】 小計 9,000円   今年度累計 192,500円 
目標額 400,000円 達成率 48％ 

 次回の例会 ４/１８（木） 

 クラブ・デー 

 第３回クラブ協議会（地区大会報告） 

 前回例会報告 

2018-19年度 炉辺会合 
 

 本年度最終の第４炉辺会合を６月末までに開催いただ

き会合終了後には事務局まで報告をお願いします。 

テーマ 「会員増強について」 

     

 炉辺・川クラブ委員長 内山 正元 

 リーダー  

1 
 松尾、 藤井、 児嶋、 近藤 

 上山、 太田、 山本 
出射 

2 
 安田、 鎌野、 田中、 稲掛 

 井上、 万殿、 菱田 
内山 

3 
 谷口、 上原、 末永、 森、 

 髙橋、 王、   山田 
林 

4 
 德田、 瀬田、 吉田、 千田 

 中川、 内田、  
織田 

 炉辺会合のご案内 

【 】  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   

４月は母子の健康月間 

 前回例会出席報告  

【 】 小計 19,000円 今年度累計 738,500円 
目標額 744,000円 達成率 99％ 1人当たり24,000円以上 

林  良訓 ・内山様、田中様のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 德田 正彦、井上 正佳、鎌野 孝和 

田中  守、太田 勝彦、千田  適 

末永  寛 

【ニコニコ箱】 小計 47,000円 今年度累計 1,079,900円 
目標額 1,300,000円 達成率83％ 

児嶋 雄二、稲掛 英男、出射 靖生 

末永  寛、髙橋 英明 

・内山会員、田中会員のスピーチ楽しみに！ 

 

谷口 泰義 

・内山様、田中様のスピーチで勉強させて 

 頂きます。 

 

内田 勝彦 

・地区大会御参加の皆様、おつかれ様 

 でした。 

太田 勝彦 ・地区大会ご苦労様でした。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 517,700円 
目標額 613,800円 達成率 84％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・内山さん、田中さんスピーチ楽しみに 

 しています。 

 

菱田 匤樹 

・内山会員、田中会員スピーチ楽しみに

 しております。 

万殿 慎二 ・地区大会参加の皆様ご苦労様でした。 

田中  守 ・スピーチさせて頂きます。 

BOXへ 千田  適、稲掛 英男、鎌野 孝和 

井上 正佳 

山本 拓生 ・京都成章高校近畿大会優勝しました。 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、三田 昌資 

鎌野 孝和 

４月４日（木）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  ０名  

 

德田 正彦 

・地区大会の参加者の皆様お世話になり

 ました。 

松尾 義平 ・平成が終ります。 

内山 正元 ・花見を楽しんでおります。 

中川 俊夫 ・嵐山の桜がやっと咲きはじめました。 

髙橋 英明 ・地区大会ではお世話になりました。 

「会員スピーチ」 
     

 

安田  勝 

・今年も満開の桜を見ることが出来ま

 した。感謝と㐂びの毎日です。 

井上 正佳 ・祇園白川は桜満開です。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、三田 昌資 

 

吉田  修 

・皆さん！！４月７日の選挙には投票に

 行きましょう！ 

 

森  正廣 

・会社解散しました。今週から清算に

 入ります。 

千田  適 ・途中退席おわび！ 

三田 昌資 ・地区大会、お疲れ様でした。 

吉田  修 ・桜花爛漫に一歩手前ですね。 

林  良訓 ・ホテルの料理変わりましたね。 

森  正廣 ・新元号「令和」歓迎。 

 

中川 俊夫 

・先日の麻雀で初めて国土無双の１３面 

 待ちを見ました。 

 

吉田  修 

・松尾さん いつも第１例会日の出席を 

 楽しみにしています。 

 

万殿 慎二 

・内山さん、田中さんのスピーチ楽しみ

 です。 

内田 勝彦 ・スマホを家に忘れました。 

 

 

出射 靖生 

・西暦から令和（018）を引くと令和〇年

 になるそうです。皆さんおぼえておき

 ましょう。 

  田中  守会員     内山 正元会員 



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 

4/12 京都東  「ワインコンサートあれこれ」 
会員 田中 義雄様 

（金） 京都伏見 ～故 武田 敏夫 会員 追悼例会～ 

 
京都洛西 

「京都の伝統文化における3つの基盤」 
合同会社京都ジャーナリズム歴史文化研究所

代表 丘 眞奈美様 

 
京都紫竹 

「新入会員スピーチ」     中山 嘉仁会員 
「クラブ・フォーラム  ④ クラブを良くする為に」 

幹事 若宮 隆幸会員 

 京都乙訓 「会員増強について」 地区会員増強・拡大 
委員会 委員長 岡嵜 正司様 

4/15 京都西 「ＲＩの動向について」 
会員 古川 隆三様 

（月） 京都紫野 「未定」          白川 書子様 

 京都中 「想定外のことばかり」 
臨済宗 東福寺派宗務総長 沖 泰隆様 

 京都平安 18：30  次回の例会は、４月２２日（月）の開催
予定になります。 

4/16 京都東山 「夜間例会」例会時間変更  
＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 「伝統を未来へ  KYOTO to GLOBAL」 
電通京都支社プロデューサー 各務 亮様 

 京都洛中 「当日をお楽しみに」落語家 桂 九雀様 

 京都洛南 「未定」 

4/17 京都 -新会員スピーチ- 
白波瀬 誠様、戸張 彰人様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 「公共イメージ部門 
第７回クラブフォーラム」 

 
京都北東 

「夜間例会」青少年奉仕プロジェクト 
クラブフォーラム 

＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「会員増強フォーラム」 

 京都朱雀 クラブ・デー「朱雀塾」 
佐東 賢一様、西澤 明彦様 

4/18 

 
京都南 「創立６５周年記念式典・祝宴」 

＊ビジター受付平常通り行われます。 

（木） 
京都北 

｢私の編集スタイル～ミルクキャップから
手品少年まで～｣ bgm gallery and shop 

企画・運営 仲西加津美様 

 
京都洛北 

「予防のすすめ～健康寿命の延伸のため
に～」 京都府医師会会長  
京都モーニングＲＣ会員 松井 道宣様 

 京都洛東 「建築とわたし」プリヤデザイン 
一級建築士事務所 代表 高取 愛子様 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

8：00 

「中国社会の光と影～現地法人進出20年間
を振り返って」日本タオル卸商連合会 

 理事長 尾池 行郎様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

～Ｆ＆Ｆデイ～「オークション例会」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都さくら ～会員スピーチ～「音楽とともに...」 
         牧  圭子様 

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/ 


