
201９年４月２５日 

No.1394 Vol.29-36 

201８～201９ 

W E E K L Y  
B U L L E T I N 

 

「インスピレーションになろう」 
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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 

 
５-６月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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 ６日（木）  現次年度理事役員会 

  ６月２７日（木）  次年度第１回クラブ協議会 

   ガバナー公式訪問準備 ＊例会時間延長 

  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 

  ５月１４日（火） ロータリーほろにが会  

 レクトラン菊水 18：00 

  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 

  ５月２８日（火） 京都市内24ＲＣ連絡協議会 

 第３回（現次年度合同）会長幹事会 

 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝＨ 17：30受付 18：00 

 内田、太田、髙橋、井上 

  ６月１５日（土） 京都市内24ＲＣ連絡協議会 

 第２回（現次年度合同）合同幹事会 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ京都 17：30受付 18：00 

 

 



 第１３９４例会  ２０１９年４月２５日（木）   Vol.２９-３６

  

障がいのある人と家族の日帰りバスツアーの報告 

  

日 時： 2019年4月21日(日曜日) 

  午前8時30分出発～午後5時30分帰着 

行き先： 関西国際空港展望ホール「スカイビュー」 

    堺市・緑のミュ－ジアム「ハーベストの丘」 

参加者： 障がいのある人38名、家族･同伴者45名   83名 

    京都桂川ロータリークラブ会員：末永・夫人

 徳田、上原各会員 4名。 

    洛西高校インターアクトクラブ：クラブ員 

  3名と引率・川口浩文校長 4名 

    西京区社会福祉協議会：小石会長と役員2名 3名 

    西京区社会福祉協議会事務局：上田事務長

 と事務局3名4名 総計98名 
 

行 程：西京区役所前をバス2台で出発し、洛西ニュー 

  タウン境谷大橋を経由し関西空港に向かった。

 展望ホール「スカイピュー」のスカイデッキ

 より多数の旅客機が滑走路を発着するのを間近

 で楽しみ、スカイミュ－ジアムでは航空体験や

 模型の見学をした。その後、堺市の緑のミュ－

 ジアム「ハーベストの丘」に移動し、バーベ

 キュ－の昼食と食後は園内の散策や買い物を楽

 しんだ後に帰路につき、予定の時間に無事に

 帰着した。 

   恒例の事業に対して参加者が多くより晴天に

 恵まれ楽しい一日を過ごしたことに感謝と来年

 への期待も述べられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員長 上原 従正 

 プログラム 

 幹事報告 

１．４月２０日（土）国立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９名が参加しました。 

２．４月２１日（日）障がいのある人と家族の日帰り 

 バス ツアーが行われました。 

３．４月２４日（水）賛西会が開催されました。当クラブ

 より１４名参加しました。 

４．次週の例会は祝日休会です。 

５．５月９日（木）例会終了後、現次年度理事役員会が

 開催されます。 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌「鯉のぼり」 

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」 

     王     杲会員 

    菱田 匤樹会員 
 
閉会点鐘    13：30   

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
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） 
  ＊ビジター受付は平常通り行われます。 
 

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 
   ＊以上、ビジター受付はありません。 

今日の歌   

  「鯉のぼり」    文部省唱歌 

甍
いらか

の波と 雲の波 

重なる波の 中空
なかぞら

を 

橘
たちばな

かおる 朝風に 

高く泳ぐや 鯉のぼり 

 

京都南RC創立65周年記念式典・祝宴 
 

 ４月１８日（木）二条城において

 京都南RC創立６５周年記念式典

 祝宴に万殿副会長と太田幹事が

 出席致しました。 



 次回の例会 ５/９（木） 

 「会員スピーチ」 
  鎌野 孝和会員 
  児嶋 雄二会員  

４月１８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 
４/４ＭＵ後の出席率 ９６．５５％ 

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 35,000円 今年度累計 1,129,900円 
目標額 1,300,000円 達成率87％ 

 

吉田  修 

・先日の家族会にご出席の皆様、お疲れ 

 さまでした。 

 

内田 勝彦 

・先日の春の家族会、楽しませていただ 

 きました。 

 

藤井文治郎 

・春の家族会楽しかったです、吉田さん 

 ありがとうございました。 

出射 靖生 ・吉田先生、家族会お世話になりました。 

井上 正佳 ・春の家族会、楽しかったです！！ 

 前回例会報告 

クラブ・デー 
 第３回クラブ協議会（地区大会報告） 

 

王   杲 

・春の家族会大変楽しかった、吉田委員長 

 お疲れ様でした。 

BOXへ 鎌野 孝和、三田 昌資、中川 俊夫 

児嶋 雄二 ・吉田さん、春の家族会楽しかったです。 

 

上原 従正 

・楽しい春の家族会、吉田親睦委員長、 

 松本さんお世話になりました。 【 】  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   

【 】 小計 6,000円   今年度累計 205,500円 
目標額 400,000円 達成率 51％ 

山本 拓生 ・吉田さん、家族例会お世話になりました。 

BOXへ 吉田  修、井上 正佳、稲掛 英男 

内田 勝彦 ・未来のボランティアリーダーのために。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、万殿 慎二 

三田 昌資 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 764,500円 
目標額 744,000円 達成率 103％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 

・昨夜は西南ＲＣ、さくらＲＣ会長幹事

 と楽しんでまいりました。 

 

王   杲 

・林さん先日はお世話になりました。 

 有難う御座いました。 

森  正廣 ・松本酒造さんお世話になりました。 

 

内山 正元 

・タイガーウッズが復活！ 

 なんだか嬉しいです。 

出射 靖生 ・児嶋さん先日はありがとう。 

德田 正彦 ・先日の家族会楽しかった。 

 

稲掛 英男 

・吉田さん先日の家族会ではお世話になり 

 ありがとうございました。 

森  正廣 ・伏見ブラブラ楽しかったですネ。 

太田 勝彦 ・もうすぐ終わります！ 

 

織田 鉄也 

・本日、足の再検査で早引きさせていただ

 きます。 

髙橋 英明 ・東京豊洲市場に行ってきました。 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 543,700円 
目標額 613,800円 達成率 89％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・本日、地区大会報告よろしくお願い 

 いします。 

 

髙橋 英明 

・地区研修会に参加の皆様よろしくお願

 いします。 

BOXへ 末永  寛、菱田 匤樹、中川 俊夫 

井上 正佳 

 

万殿 慎二 

・春の家族会たいへん楽しみました。 

 吉田さんありがとうございます。 

 

谷口 泰義 

・春の家族会腰が痛くなり途中で失礼し

 ました。 

安田  勝 ・家族会欠席おわび。 

 

 

吉田  修 

・井上さんオリンピックのチケットの件

 では、お世話になりありがとうございま

 す。 

稲掛 英男 ・早退おわび。 

出射 靖生 ・本日は夏日よりですね。 

菱田会員 
結婚のお祝い贈呈 
おめでとうございます！ 



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 

4/26 京都東 「 ミャンマー車イス寄贈道中記 」 
会員 駒井 潤様 

（金） 京都伏見 ～新年度に向けての抱負と方針～ 
浅野 雄祐会長エレクト 

 
京都洛西 

「相続・事業継承の最新情報とここがキモ」 
㈱KHC 代表取締役社長 西芝   実様 

社員 福山 勇穀様 

 京都紫竹 「ラグビー今、昔」 関西ラグビーフットボール 
協会  会長 坂田 好弘様 

 京都乙訓 「成長の限界」㈱ニッセンホールディングズ  
元CEO 佐村 信哉様 

4/29 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 18：30 次回の例会は、５月１３日（月）の開催
予定になります。 

4/30 京都東山 「休会」 ＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 「休会」 

 京都洛中 「祝日休会」 

 京都洛南 「休会」 ＊ビジター受付はありません。 

5/1 京都 「祝日休会」 

（水） 京都西北 「祝日休会」 

 京都北東 「祝日休会」 

 京都嵯峨野 「祝日休会」 

 京都朱雀 「祝日休会」 

5/2 

 
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/ 


