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４-６月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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、徳田の各会員と末永夫人 

  ５月 ２日（木）  祝日休会 

  ５月 ９日（木）  現次年度理事役員会 

  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 

  ５月１６日（木）  ３０周年実行委員会 

  ６月２９日（土）  年度末会員懇親会 竹茂楼 

◆地区行事 

  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～ 

 現次年度会長幹事協議会 17:00～ 

 17：40受付 18：10開会 

  ５月１７日（金） ＲＹＬＡ 休暇村近江八幡  

   ～１９日（日） 10：10 ＪＲ近江八幡北口 三田勇樹さん 



 第１３９３例会  ２０１９年４月１８日（木）   Vol.２９-３５

 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３回クラブ協議会（地区大会報告） 
 

閉会点鐘    13：30   

 幹事報告 

１．４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、内田会長が出席されました。 

２．４月１４日（日）「春の家族会」が開催されました。 

３．本日、二条城において京都南ＲＣ創立65周年記念式典

 祝宴が行われ、万殿副会長と太田幹事が出席致します。 

４．４月２０日（土）京都国際会館において、2019-20年度 

 地区研修・協議会が行われます。 

５．４月２１日（日）障がいのある人と家族の日帰りバス

 ツアーが行われます。上原、末永、徳田の各会員と末永

 夫人が参加されます。 

６．４月２４日（水）リーガーロイヤルホテル京都において 

 賛西会が行われます。当クラブより１４名参加します。 

 

夫人誕生日お祝い   

 ６日 近藤永太郎会員夫人 和子様 

    ７日 井上 正佳会員夫人  裕子様 

 １４日 藤井文治郎会員夫人 政子様 

   １７日 鎌野孝和会員夫人  幸子様 

   １８日 内田勝彦会員夫人 由美子様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 林 良訓会員  ㈱マリーナ雄琴 

  １日 谷口泰義会員 ㈱西京ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ 

  １日 内山正元会員 内山法律事務所 
 

４月おめでとうございます 

 

「賛西会」のご案内 
 

日 時： ２０１９年 ４月２４日（水） 
  １７：４０受付 １８：１０開会 

  【報告会】  １８：２０～１８：５０ 

  【懇親会】（オペラ歌手） １９：００～２０：４０ 
 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 ２階 
 

会 費： １０，０００円 

 

参加予定者： 内田、太田、髙橋、井上、林、児嶋 

  万殿、織田、三田、谷口、徳田、王 

  山本、吉田の各会員 １４名 
 

現次年度の会長・幹事は１７時から「会長幹事協議

会」が行われます。 

 

2019-2020年度 地区研修・協議会 
 

 日 時  ４月２０日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 場 所  国立京都国際会館 
 

 出席予定者 髙橋、井上、上原、中川、森、児嶋、鎌野 

      山本、菱田の各会員 
  

   ＊終了時間が変更になりました。 17：05 → 17：20 終了 

 

「夕食会」 
 

  １８：００～  

 和食庵 さら 北区小山初音町9  ℡ 496-1155 

12時30分～ 受付 

13時00分～ 全体会議（一部） 

14時55分～ 分科会 

16時30分～ 全体会議（二部） 

17時20分 終了 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
４月２３日（火）京都洛中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
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） 
５月１７日（金）京都乙訓ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙ京都ｴﾐﾅｰｽ1階） 
５月２３日（火）京都イブニングＲＣ 
（17：00-18：00、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 
 
  ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
４月１９日（金）京都東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、京都さくらＲＣ 
４月３０日（火）京都洛南ＲＣ 
５月 ８日（水）京都西北ＲＣ 
５月 ９日（木）京都イブニングＲＣ 
５月１６日（木）京都イブニングＲＣ 
５月２９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
   ＊以上、ビジター受付はありません。 



                          

   
   伏見に遊ぶ 
＝春の家族会報告＝ 

 
親睦委員長 吉田 修 

  【参加者】 
   

藤井会員、出射夫妻、稲掛会員、井上会員、鎌野会員、児嶋会員、 
万殿会員、森会員、中川夫人、三田夫妻、千田会員、末永夫妻、 
田中夫妻、谷口会員、德田会員、内田夫妻、上原会員、王会員、 
山本夫妻、吉田夫妻、米山奨学生 ロイ君、松本先生、事務局 合計３０名 

 
 ４月１４日（日）雨模様の中、総勢30名が松本酒造に集いました。 
 
 10：30 菜の花が咲き乱れる土手の背景に建つ三棟の建物＝それぞれ大正・昭和・平成の時代に建てられました
＝それをバックに絶好の撮影スポットで、まずは集合写真。 
 
 11:00 社長松本様の案内で、精米棟（平成の作）、雑菌消毒のため86度に保った恒温槽の建物（昭和の作）、  
麹を作る建物（大正の作）などを見た後、桃の滴最上級品「霧上桃源」をいただく。 
 
 続いて、“松本酒造の迎賓館”ともいうべき建物に案内されました。「万暁院」と言って、建築の構想から資材集め
を含めて、ほぼ30年の歳月を要したことから、1万日アイディアを温めて考えて考え抜いて出来たものを建物にした
ということで、この名前が付けられたそうです。全員がここの座敷に通されて、一服のお茶とともに見事な枯山水の
庭を鑑賞しながら、あらためて松本様から、発祥から今日までの道程についてのお話を聞かせていただきました。 
12:00過ぎ、松本酒造をあとにして13:30予約の「梅の花」に向かう途中、大手筋を散歩したり、喫茶店で油を売った
り、御香宮に参るなどして時間をつぶす。 
 
 13:25 全員が揃ったところで、待ちかねたように「梅の花の貴賓室」に入り、仲良く４人ワンテーブルに着席。 
お豆腐料理をメインに7品、8品、十分に美味しくいただいて（アルコールをいただく人は、たっぷりといただいて）
テーブル毎に話に花が咲いて、14:50には、十石舟の船着き場へと、先発の15人が「梅の花」を出る。 
 
徒歩15分のところ、少し乗船時刻に手違いがあり、先発組の舟が船付き場を出る時に、ちょうど後発組が到着する
という、タイミングの良さ。 
舟は定員22名乗りで15分も行くと、目的の三栖閘門（注１）に着き、ここで資料館を見学して「閘門」模型と現場を 
見て納得し、帰りの船に乗り込む。 
優しい船頭さんの解説、はじめての宇治川派流の船旅と伏見港の風情に「伏見も捨てがたい魅力が、、」とそんな
ことを思っているうちに、船着き場に到着。 
「下船後解散」の予定通り、15名ずつが雨の伏見を家路に急ぎました。 
ご参加の皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。 
 
注１、閘門 コウモンの意味：船舶を高低差の大きな水面で昇降させる装置。二つの水門の間に船を入れる閘室を
持つ。船を閘室内に入れたのち水門を閉じ閘室内の水位を昇降させて出て行く側の水位と同じにしてから船を進
める。 （広辞苑より） 

酒蔵を背景に 

「霧上桃源」試飲 精米棟 

「梅の花」にて 「十石船」船内 



 次回の例会 ４/２５（木） 

 「会員スピーチ」 
 王   杲会員 
菱田 匤樹会員 

 前回例会報告 

４月１１日（木）例会  
会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２４名（５名） ８５．７１％ 
ご来客 ２名 
３/２８ＭＵ後の出席率 ９３．１０％ 

４月は母子の健康月間 

 前回例会出席報告  

【ニコニコ箱】 小計 15,000円 今年度累計 1,094,900円 
目標額 1,300,000円 達成率84％ 

三田 昌資 ・先日マリーナ、楽しかったです。 

 

万殿 慎二 

・第１回マリン同好会、林さんたいへん

 お世話になりました。 

 

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 

参加予定者 上原会員、徳田会員、末永夫妻 

    洛西高校顧問先生と生徒３名 

児嶋 雄二 ・本日のスピーチ苦しみです。 

井上 正佳 ・スピーチ楽しみにしています！！ 

出射 靖生 ・上原、児嶋会員のスピーチ楽しみに。 

第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 
           

年度末会員懇親会 
 

日 時：  ２０１９年 ６月２９日（土）  
 １８：３０～  

場 所：  竹茂楼 左京区粟田口鳥居町65  

 ℡ 075-771-4185  

会 費：  １５，０００円  

稲掛 英男 ・上原会員、児嶋会員のスピーチ楽しみに。 

瀬田 保二 ・上原様、児嶋様のお話し楽しみです。 

BOXへ 中川 俊夫、鎌野 孝和 

 

 

森  正廣 

・坂出「さぬきうどん、つるつるツーデー

 ウォーク」１日目２５キロ、２日目２０

 キロ、桜満開。 

 

千田  適 

・フェルメール展に行ってきました。 

 さ程の感動はありませんでした。 

社会奉仕委員長 

上原 従正会員 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 526,700円 
目標額 613,800円 達成率 85％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

林  良訓 

・児嶋様先日はお世話になりありがとう 

 ございました。 

万殿 慎二 ・ほろにが会、ビールはおいしいです。 

内山 正元 ・あちこちで、花見ができました。 

BOXへ 井上 正佳、三田 昌資、鎌野 孝和 

稲掛 英男 

【 】 小計 7,000円   今年度累計 199,500円 
目標額 400,000円 達成率 50％ 

【 】  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   

 

菱田 匡樹 
・上原会員、児嶋会員のスピーチ楽しみに 

 しております。 

BOXへ 三田 昌資、鎌野 孝和、稲掛 英男 

 

上原 従正 

・新学期を迎えインターアクトの活動に

 寄せて。 

山本 拓生 ・早退おわび。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 752,500円 
目標額 744,000円 達成率 101％ 1人当たり24,000円以上 

 

万殿 慎二 

・上原さん、児嶋さんのスピーチ楽しみ

 です。 

BOXへ 井上 正佳、藤井文治郎、千田  適 

 

林  良訓 

・先日のお花見クルージング参加の皆様 

 おつかれ様でした。 

 

谷口 泰義 

・マリンボード元気よく桜もきれい 

 林さんありがとう。 

 

出射 靖生 

・林さん御家族には大変御世話になり

 ました。 

鎌野 孝和 ・ロイさんを迎えて。 

末永  寛 ・先日は林君お世話様でした。 

 

森  正廣 

・四国、沙弥島長崎鼻から見る瀬戸大橋

 は与島とともに絶景！ 

次年度社会奉仕委員長 

末永   寛会員 

国際奉仕委員長 

児嶋 雄二会員 

2019学年度米山奨学生 
ロイ君（ｶｽﾄﾛ ﾛｲﾈﾙ ﾌﾗﾝｼｽｺ） 
コスタリカ出身、３１歳 
京都大学薬学部 
奨学期間：2019.4～2020.9 



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 

4/19 京都東   「友愛のワインコンサート～思いやりの心と
ともに～」   ＊ビジター受付はありません。 

（金） 
京都伏見 

「京都発！合言葉は「レジリエンス」～しなやかで持
続可能な都市を目指して～」京都市レジリエンス推進 
 本部レジリエント・シティ京都市統括監 藤田裕之様 

 京都洛西 「未定」 四季楽観 きたがわ 北川みき江様 

 
京都紫竹 

「AI シリーズ① 現在の AI 導入事例と AI の
未来について」  ㈱エクサウィザーズ  

取締役フェロー  古屋 俊和様 

 
京都乙訓 

「ニッセンの成長」小さな町の染工場が、いかに
して１０００億を超える企業に成長したのか  
㈱ニッセンホールディングス 元CEO 佐村信哉様 

4/22 京都西 新入会員スピーチ「自己紹介と私の仕事」 
 会員 山田 崇博様 

（月） 京都紫野 「会員スピーチ」    森川 英行会員 
室田 眞吾会員、内藤 誠会員 

 
京都中 

「俳句の楽しみ」（俳句のユネスコ無形
文化遺産登録に向けて）㈱京都ホテル  

代表取締役社長 福永 法弘様 

 京都平安 18：30  「カンツォーネを歌う」 
テノール歌手 春國 正志様 

4/23 京都東山 「若者の薬物乱用防止について」 京都産業 
大学  滋賀大学 非常勤講師 谷川 尚己様 

（火） 京都西南 「未定」 

 京都洛中 例会場臨時変更  
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛南 「日時・場所臨時変更」 
＊ビジター受付ありません。 

4/24 
京都 

「京都の伝統文化『大文字送り火』」   
 NPO法人 大文字保存会  

理事 長谷川 綉二様 

（水） 京都西北 「例会場・例会日時臨時変更」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都北東 「クラブデー」 

 京都嵯峨野 「第４回クラブ・アッセンブリー」 

 
京都朱雀 

「ロータリー会員増強について」 
ホテル ボストンプラザ草津 びわ湖 
専務取締役 総支配人 南  義彦様 

4/25 

 
京都南 「ワールドカップラクビーの見方」 

元ラクビー日本代表 大八木淳史様 

（木） 京都北 ｢未定｣京都大学 農学部 農学研究科 
 教授 辻村 英之様 

 京都洛北 「瞼をひっくり返えす」 
仏教大学学長 田中 典彦様 

 京都洛東 「新会員スピーチ」 
真鍋  博様、上岡  久弥様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

-会員スピーチ-「潮目が変わる時代にこそ 
『ほんまもん』が大切」堀場  厚様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「在宅医療の今後の課題」 
会員 土井 正樹様 

 京都さくら 「休会」＜定款第８条第１節（Ｃ）に 
より＞＊ビジター受付はありません。 

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/ 


