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５-７月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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２０日（木）  第４回クラブ協議会 

  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 

  ７月 １日（月）  社会を明るくする運動 17：00～ 

  阪急桂駅 

   

 

◆地区行事 

  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 

 （太田、山本、井上、林、菱田） 

  

   



 第１３９６例会  ２０１９年５月１６日（木）   Vol.２９-３８

 プログラム 

 幹事報告 

１．５月１２日（日）第２２回川クラブ友好の集いが 

 開催されました。 

２．本日例会終了後、３０周年実行委員会が開催され 

 ます。 

３．５月１７日～１９日、休暇村近江八幡において今年度

 ＲＹＬＡが開催されます。当クラブから三田会員ご子息

 勇樹さんが参加されます。 

 理事役員会 

日 時 2019 年５月９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、田中、井上、中川 
 上原、児嶋、末永の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．第２２回川クラブ友好の集い  5/12（日） 
４．第９回クラブ討論会（研修ﾘｰﾀﾞｰ） 5/16（木） 
５．第４回クラブ協議会（年間総括）について6/20（木） 
６．委員会活動報告について 
７．年度末会員懇親会について  6/29（土） 
８．2019年度決議審議会提出決議案承認について    
９．京都西南RC例会場移転について 
10．会員増強について 
11．その他   

 次年度理事役員会 

日 時 2019 年５月９日(木) ｻﾞ･ｻｳｻﾞﾝﾄﾞ ｷｮｳﾄ 
出席者 髙橋、万殿、内田、井上、田中、吉田、上原 
 中川、末永、森、王、児嶋、菱田の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．会長テーマ並びに会長所信とクラブ運営について 
３．地区研修協議会の報告 
４．予算（案）について 
５．例会食について 
６．委員会活動計画について 
７．週報について 
８．インターアクト夏季研修について 
９．青少年保護について 
10．その他   

 

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 
 

閉会点鐘    13：30   

 スピーカーのご紹介 

中野
な か の

 光夫
み つ お

 様 
 

ご略歴 

＜生駒ＲＣ＞ 

2007-08年度 会長 

＜地区＞ 

2012-15年度 地区研修委員会 委員 

2014- 現在 ＲＬＩ委員会 委員 

 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） 
５月２３日（木）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２８日（火）京都洛南ＲＣ 
５月２９日（水）京都嵯峨野ＲＣ、京都北東ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

 

会員誕生日お祝い 

 ２４日 三田昌資会員 ２５日 児嶋雄二会員 

 ２９日 鎌野孝和会員 ２９日 内山正元会員 
 

夫人誕生日お祝い 

 １３日 菱田匡樹会員夫人 穂波様 
 

結婚記念日お祝い 

  ４日 内山正元会員   ８日 万殿慎二会員 

 １０日 藤井文治郎会員  １３日 菱田匡樹会員 

 ２８日 千田 適会員   ３１日 織田鉄也会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 三田昌資会員 ＮＩＣ㈱ 

 １０日 児嶋雄二会員  ㈱京写 

 １８日 王  杲会員 ㈱長城 

 ２３日 近藤永太郎会員 川西幼稚園 
  

５月おめでとうございます 



 

  

川クラブ友好の集い（第２２回） 
 

炉辺・川クラブ委員会 

委員長 内山 正元 

 

１ 去る５月１２日、７クラブ合計６２名の参加のもと、川クラブ友好の集いが開催されました。 

  粉河から２０名という多人数、新たに大阪リバーサイドから２名、他の参加クラブは橋本、西宮夙川、 

  芦屋川、岡山旭川の各クラブでした。 
 

２ 午前１０時までにＪＲ山崎駅に６２名全員が集合し、三川合流地点の「さくらであい館」へ。同館において 

  寺嶋千春さん（大山崎町重要文化財 ネットワーク）から三川合流の歴史についてレクチャーを受けま 

  した。その後、記念撮影と背割桜堤を散策。 
 

３ 再びＪＲ山崎駅に戻り、駅からすぐ近くの昼食会場「三笑亭」へ。明治年間に建てられた年代物のお店 

  の２階へ。２つの会場に別れ挨拶と食事（開会の挨拶と乾杯の発声も２ヶ所で行う)。お料理の提供に    

  スピード感がなく、午後２時終了の予定が午後２時半を回ってやっと食事が終了。途中、宮川町から舞妓 

 ２名が花を添えてくれましたので、会場はおおいに盛り上がりました。 
 

４ 午後３時までに「三笑亭」を辞し、多くは大山崎美術館へ。何人かは宝積寺の見学に、又、何人かは 

  そのまま帰宅(流れ解散)。 
 

５ 当クラブからの参加者は以下のとおりの１８名。 

   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、田中夫人、松本さん、古畑さん 

   吉田親睦委員長の多方面にわたる配慮の下、同委員長知人の地元大山崎町の嶋田睦子様には 

   多方面にわたりお世話になり、感謝致します。  



 次回の例会 ５/２３（木） 

 「会員スピーチ」 
  藤井 文治郎会員 
  安田   勝会員 

５月９日（木）例会  
会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（７名） ８６．６７％ 
ご来客  １名 
４/２５ＭＵ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 53,000円 今年度累計 1,214,900円 
目標額 1,300,000円 達成率93％ 

松本酒造株式会社 

松本 保博様 

・過分はご配慮を頂戴いたしまして 

 恐縮しております。 

 

内田 勝彦 

・令和元年、第一回目の例会となります。 

 よろしくお願いします。 

 

児嶋 雄二 

・まとまりのないスピーチさせていただき 

 ます。 

 前回例会報告 

「会員スピーチ」 

 

田中  守 

・鎌野先生、児嶋会長のスピーチ楽しみ

 です。 

BOXへ 三田 昌資 

 

藤井文治郎 

・鎌野先生、児嶋さんのスピーチ楽しみ

 です。 

谷口 泰義 ・鎌野、児嶋会員のスピーチを楽しみに。 

【 】  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 5,000円   今年度累計 217,500円 
目標額 400,000円 達成率 54％ 

BOXへ 末永  寛、吉田  修、鎌野 孝和 

德田 正彦、田中  守、千田  適 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 795,500円 
目標額 744,000円 達成率 107％ 1人当たり24,000円以上 

内田 勝彦 ・皆様、車の運転には気をつけましょう。 

 

万殿 慎二 

・長いお休みでしたね、さすがに疲れま

 した。 

髙橋 英明 ・児嶋会員、鎌野会員のスピーチ楽しみに。 

稲掛 英男 ・鎌野会員、児嶋会員のスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・菱田さんほんとうにおめでとう？ 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 579,700円 
目標額 613,800円 達成率 94％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・「第２２回川クラブ友好の集い」

 内山委員長よろしくお願いします。 

菱田 匤樹 ・鎌野会員、児嶋会員のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 髙橋 英明、田中  守、鎌野 孝和 

中川 俊夫、井上 正佳 

末永  寛 ・鎌野さん、児嶋さんのお話しを楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・鎌野さん、児嶋さんのスピーチ楽しみ 

 です。 

吉田  修 ・鎌野さん、児嶋さんのスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・理事会欠席おわび。 

森  正廣 ・鞍馬山大杉権現 台風でやられ無残。 

内田 勝彦 ・未来のボランティアリーダーの為に。 

 

吉田  修 

・内山さん ラグビーワールドカップの

 会場釜石の鵜住居に行ってきましたよ。 

 鎌野 孝和会員    児嶋 雄二会員 

 

林  良訓 

・鎌野様、児嶋様のスピーチで勉強させて 

 下さい。 

 

内山 正元 

・川クラブ参加の皆様、当日よろしく

 お願いします。 

森  正廣 ・笠置寺行場めぐりハイキング。 

 

井上 正佳 

・連休に大塚国際美術館に行って来ま

 した。 

松尾 義平 ・令和元年、良い時代に期待。 

安田  勝 ・新緑のさわやかな季節になりました。 

王   杲 ・令和も宜しくお願い致します。 

德田 正彦 ・新年になりました。 

 

千田  適 

・連休、東北の桜は満開でした。 

 特に、弘前城の桜は見事でした。 

鎌野 孝和 ・無事に感謝！！ 

德田 正彦 ・車の運転に注意、安全運転で。 

中川 俊夫 ・皆さん 安全運転を心掛けましょう。 

千田  適 ・令和の時代に幸あれ！ 

 

稲掛 英男 

・インフルエンザの(B)が又でだしました。 

 御注意を！！ 

 

稲掛 英男 

・ＵＦＪに孫といっしょに行き、子守り

 が大変でした。 

BOXへ 井上 正佳、三田 昌資、鎌野 孝和 

上原 従正 ・ロイ君元気にやっていますか。 

王   杲 ・鎌野先生、児嶋さんのスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・みなさん連休しっかり遊びましたか？ 



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 

5/17 京都東 「 アルコールとがん 」京都大学大学院医学 

研究科 腫瘍薬物治療学分野 教授  武藤 学様 

（金） 京都伏見 ～情報集会報告～ 

 
京都洛西 

「桃山学園児童を取り巻く現状と課題」  

社会福祉法人 京都府社会福祉事業団  

京都府桃山学園 園長  岩本 俊也様 

 
京都紫竹 

「AIシリーズ② AIとは何か - 賢い/怖い/  

優しい?」 高知工科大学 地域連携センター 

客員教授 京都北ＲＣ会員 上田 博唯様 

 京都乙訓 「京都イブニングRCとの合同例会」例会日変更 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

5/20 京都西 「バロックへの誘い」ヴィオラ･ダ･ガンバ 

 中野 潔子様、ピアノ 中島 幸子様 

（月） 京都紫野 「食を軸にカラダとココロに笑顔を届ける」  

Jikuつくりの会 代表 倉  英子様 

 京都中 ｢ラグビーワールドカップ2019の楽しみ方」
(有)大八木淳史事務所 代表取締役 大八木淳史様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、５月２７日（月）の開催 

予定になります。 

5/21 京都東山 「即位の花」華道家元池坊 次期家元  

池坊 専好様 

（火） 京都西南 「京都の公共交通事業に参入して思うこと。」

㈱ベルクシー代表取締役 本田 欣也様 

 京都洛中 「昭和は遠くなりにけり～CMにみる昭和」

コピーライター 伊志峰正廣様 

 京都洛南 「未定」 

5/22 京都 「校庭の芝生化と京都学生祭典」 

吉忠㈱  代表取締役社長 吉田 忠嗣様 

（水） 京都西北 「渋谷今昔」金王八幡宮 宮司 

東京渋谷ＲＣ会員 比留間広明様 

 京都北東 「ライラ報告会」 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 

 西村尚也さん「クラブデー」 

 
京都嵯峨野 

～マナー講座１２～「パーティー・結婚式に

招かれた場合のマナー講座」ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

ﾎﾃﾙ京都宴会ｻｰﾋﾞｽ部次長 西澤 智司様 

 京都朱雀 「未定」  

亀岡交通事故被害者の会 中江 美則様 

5/23 

 京都南 
新会員スピーチ 

「私の生いたちと職業」 大江 孝明会員 

「優柔不断と剛毅果断」 川崎 照晃会員 

（木） 京都北 ｢内田あやJ-Countryライブ｣ 

シンガー 内田 あやさん 

 京都洛北 「ホタルの一生について」 京都ホタル 

ネットワーク会長   西野  伸様 

 
京都洛東 

「和文化体験を通じて訪日観光客に伝えたい

メッセージ」和文化体験施設Ami Kyoto 

  代表  山本 貴美子様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

会員スピーチ「米山奨学会について」 

太田和夫会員 

 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 「ご縁、笑顔、ありがとうの中で生きたい」 

グリーンハ～モニー代表 小林 正様 

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/ 


