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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 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 レストラン菊水 

 18：00 （森、万殿、三田、谷口、王） 

  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１３９５例会  ２０１９年５月９日（木）   Vol.２９-３７

 プログラム 

 幹事報告 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会が開催され 

 ます。 

２．５月１２日（日）第２２回川クラブ友好の集いが 

 開催されます。 

３．次週例会終了後、３０周年実行委員会が開催され 

 ます。 

 

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」 

     鎌野 孝和会員 

    児嶋 雄二会員 
 
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１４日（火）京都東山ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都） 
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） 
５月３１日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、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。 
 
５月１０日（金）京都紫竹ＲＣ 
５月１４日（火）京都洛南ＲＣ 
５月１６日（木）京都イブニングＲＣ、京都さくらＲＣ 
 ＊以上、ビジター受付はありません。 
 
 

 

2019-2020年度地区研修・協議会 
 

 汗ばむような快晴の4月20日、京都国際会館で

地区研修・協議会が催されました。 

RI元理事の千玄室様の深い講話のあと、それぞれが

分科会に移動して研修を行ない次年度への新たな

決意を確認しました。 

 最後の全体会議では、青少年保護とロータリー

クラブの危機管理についてという議題で現在の 

グローバルな問題を知ることができました。 

場所を代えての食事会では、仕事帰りの千田会員

も交えて、セクハラについての危機管理など 

の話題で意見交換に花が咲きました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

報告 井上 正佳 

 

第２２回川クラブ友好の集い 
 

日 時： ２０１９年 ５月１２日（日） 
  集合 ＪＲ山崎駅 午前１０時 
 

会 費： １０，０００円 
 

訪問場所： 三川合流点～「三笑亭」（創業149年の 

 天婦羅屋さん）で昼食。その後、（三川

 合流を上から見る）大山崎山荘美術館

 から宝積寺（三重塔）を見学して解散。 
 

☆ 三川合流点とは：桂川、宇治川、木津川の３つの 

   川が合流して淀川となって下るところ。 
 

【スケジュール】 

10:00 ＪＲ山崎駅   集合 

10:10     ＪＲ山崎駅   出発 

 バスで三川合流地点へ（１０分程度） 

10:30  「さくらであい館」において、地元案内人 

 による説明 

 展望台から三川合流を見る 

 背割桜堤を散策、記念撮影 

11:30 出発→山崎駅→離宮八幡宮→三笑亭へ 

12:00 三笑亭にて会食 

14:00 シャトルバス（あるいは徒歩）で大山崎山荘

 美術館へ 

15:15 美術館を出発して駅へ 

   シャトルバス利用 

     徒歩の方は宝積寺を見学して山崎へ戻る 

16:00 解散 （昼食後に美術館へ行かずに 

      そのまま帰宅されても可。） 
 

参加予定者： 橋本RC２名、粉河RC２０名、西宮

 夙川RC８名、芦屋川RC８名、岡山

 旭川RC６名、大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞRC２名 

  桂川RC（鎌野、万殿、森、三田、瀬田、

 田中、谷口、徳田、内田、内山、上原、

 上山、王、吉田の各会員、吉田夫人、

 松本さん、事務局 １７名）合計６３名 



 次回の例会 ５/１６（木） 

 クラブ・デー 
  第９回クラブ討論会 
「ＲＬＩと沿革」 
 RI第2650地区RLI委員会 委員 
 生駒RC会員  中野 光夫様 

４月２５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 ０名 
４/１１ＭＵ後の出席率 ９２．８６％ 

５月は青少年奉仕月間 

 前回例会出席報告  

【ニコニコ箱】 小計 32,000円 今年度累計 1,161,900円 
目標額 1,300,000円 達成率89％ 

出射 靖生 ・平成最後の例会に。 

内田 勝彦 ・平成最期の例会となりました。 

稲掛 英男、児嶋 雄二、末永  寛 

吉田  修、万殿 慎二、髙橋 英明 

・王さん、菱田さんのスピーチ楽しみに。 

 

内山 正元 

・王さん、菱田さん楽しいスピーチを 

 よろしく。 

 前回例会報告 

「会員スピーチ」 
    王   杲会員 
   菱田 匤樹会員 

 
 

林  良訓 ・菱田君の新婚スピーチ楽しみに。 

BOXへ 上山 泰弘、中川 俊夫 

王   杲 ・賛西会楽しかったです。 

谷口 泰義 ・賛西会出席の皆様ごくろうさんでした。 【 】  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 7,000円   今年度累計 212,500円 
目標額 400,000円 達成率 53％ 

 

 

 

 

上原 従正 

・４月２１日「障がいのある人と家族の

 日帰りバス旅行」に洛西高校 川口校長

 とインターアクトクラブメンバー３人

 が参加してくれました。ご苦労様で

 した。 

 

森  正廣 

・次年度地区テーマは「青少年保護」で

 す。 

BOXへ 末永  寛、万殿 慎二、吉田  修 

稲掛 英男、井上 正佳、三田 昌資 

王   杲、上山 泰弘 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 777,500円 
目標額 744,000円 達成率 105％ 1人当たり24,000円以上 

 

 

内田 勝彦 

・障がいのある人と家族の日帰りバス

 ツアー上原委員長、末永会員、德田会員

 ありがとうございました。 

出射 靖生 ・王、菱田会員のスピーチ楽しみに。 

三田 昌資 ・賛西会おつかれ様でした。 

 

井上 正佳 

・賛西会、お疲れ様でした。初めて参加 

 させて頂きました。 

 

 

 

德田 正彦 

・西京区社会福祉協議会で堺市緑のミュー

 ジアムへ。６２年前の畑の広い場所が

 住宅になり人口７０万人の都市になっ

 ていました。 

 

森  正廣 

・東山トレイル、稲荷から大文字山まで 

 １６キロ天気良く展望良く最高でした。 

太田 勝彦 ・もうそろそろ終わりです。 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 560,700円 
目標額 613,800円 達成率 91％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・昨夜の賛西会、御参加の皆様おつかれ 

 様でした。 

吉田  修 ・きょうの賛西会楽しかったですね。 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男、中川 俊夫 

上山 泰弘 

万殿 慎二 ・賛西会たいへん楽しみました。 

 

髙橋 英明 

・賛西会ではお世話になりありがとう

 ございました。 

菱田 匡樹 ・スピーチ緊張してます。 

 

林  良訓 

・王君のスピーチ楽しみに、そして、この 

 前はありがとう。 

 

出射 靖生 

・いよいよ１０連休病院にとってはつらい

 休みになります。 

安田  勝 ・平成最後の例会に出席できて幸せです。 

 

 

吉田  修 

・連休は東北旅行に出掛けます。三陸の 

 宮古から石巻仙台、福島の郡山まで参り

 ます。 

国際ロータリー 

2019-20年度会長 

マーク・ダニエル・マローニー氏 

国際ロータリー2019-20年度 

 会長テーマおよびロゴのお知らせ 



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 

5/10 京都東  「台湾で最も尊敬される日本人」 “台湾と 
日本の固い絆”会員 岡野 益巳様 

（金） 京都伏見 「昭和初期の伏見周辺の鉄道計画」京都府立
京都学・歴彩館資料課課長補佐 若林正博様 

 京都洛西 「作品を創るということ」 会員 久保 和子様 

 京都紫竹 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「会員卓話」           梅山  猛会員 

5/13 京都西 「日本人の美意識」日本画家 東京藝術大学 
 美術学部絵画科日本画教授 手塚 雄二様 

（月） 
京都紫野 

「京都府におけるサッカー界の現状」 
一般社団法人 京都府サッカー協会 
会長 村山義彰様、専務理事 中熊光義様 

 京都中 「ワイン造りに魅せられて」 
グレイスワイン醸造家 三澤彩奈さん  

 京都平安 18：30 「お城と日本人のつながり」お城ｶﾀﾘｽﾄ 
公益財団法人日本城郭協会会員 野口紀美さん 

5/14 京都東山 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 
京都西南 

「京都経済センターについて」～京都経済セ
ンターを拠点に「クロス」の知恵を活かす～ 

京都商工会議所 専務理事 兒島 宏尚様 

 

京都洛中 

「京都から、日本文化の真髄を！日本文化の
原点「古今和歌集」との出会いから、龍詠
（坂本龍馬・お龍の和歌曲）まで・・」 
ミュージシャン＆プロデユーサー 福井秀彦様 

 京都洛南 「食育プロジェクト開催の為、例会時間・場
所臨時変更」＊ビジター受付はありません。 

5/15 
京都 

「『開かれた対話』が日本を救う ～ 世界の先端
企業が実践する『対話』の新常識」大阪ガス㈱  
エネルギー・文化研究所 主席研究員 鈴木 隆様 

（水） 京都西北 「現在のトンネル測量」 
会員  田中 達人様 

 京都北東 「祇園祭鷹山の復興～193年ぶりに巡行参加へ～」
公益財団法人 鷹山保存会 理事長 山田純司様 

 
京都嵯峨野 

～マナー講座１１～「 テーブルマナー 
（洋食）」ANAクラウンプラザホテル 

京都料飲部顧問 川﨑 孝信様 

 京都朱雀 クラブ・デー「情報集会報告」 

5/16 

 
京都南 

「国際博物館会議（ICOM）京都大会開催
の歴史的意義」ICOM京都大会2019組織 
委員長、京都国立博物館長 佐々木丞平様 

（木） 京都北 ｢未定｣真福寺 真言宗智山派宗務出張所 
 主事 小峰 誠昌様 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「私の履歴書」 
会員 山口 義治様、山田 兼一郎様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「新・文化庁へ向けて」文化庁地域文化 
創生本部事務局 地域文化創生室長  

星野有希枝様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

～京都乙訓RCとの合同例会～→18日（土）
＊ビジター受付は行いません。 

 京都さくら 「社会奉仕事業」の為、例会日時場所 
臨時変更。＊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/ 


