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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 

 
５-７月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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１１日（火） ロータリーほろにが会 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

 18：00～ 

  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１３９７例会  ２０１９年５月２３日（木）   Vol.２９-３９

 プログラム 

 幹事報告 

１．５月１７日～１９日、休暇村近江八幡において今年度

 ＲＹＬＡが開催されました。三田会員ご子息三田勇樹

 さんが参加されました。 
 

２．５月２８日（火） 京都ブライトンホテルにおいて、

 京都市内24ＲＣ連絡協議会 第３回会長幹事会が開催

 されます。内田、太田、髙橋、井上の現次年度会長幹事

 が出席いたします。 

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 

 

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「朧月夜」 

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」 

    藤井文治郎会員 

    安田    勝会員 
   

閉会点鐘    13：30   

 お知らせ 

◆例会場ホテル・ビジターフィー・事務局所在地変更 
京都西南ＲＣ 
【例会場】 ２０１９年７月２日(火)より 
   ホテル日航プリンセス京都 
【ビジターフィー】￥５,０００- 
【事務局】 ２０１９年６月２６日(水)より 
   〒600-8427 京都市下京区玉津島町３１７  
    スミックビル２階 
   電話番号、FAX番号、メールアドレスは 
   変更なし。 

＊２０１９年６月２５日(火)は、引っ越しの為、電話、 
 FAX、メールは不通となります。 
 

◆例会曜日変更 
京都乙訓ＲＣ 
 【例会曜日】 ２０１９年７月より 
  金曜日 ⇒ 木曜日 
＊例会場および時間は変更なし。 
 

◆ビジターフィーの変更 
亀岡ＲＣ   ２０１９年７月２日（火）より 
  ￥４,０００-（現行￥３，０００-） 
 
 

◆例会変更および休会のお知らせ 
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） 
６月１３日（木）京都南ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 ） 
６月２０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） 
６月２４日（月）京都中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ） 
６月２６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） 
 ＊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 
５月３１日（金）京都乙訓ＲＣ 
６月 ５日（水）京都朱雀ＲＣ 
６月１２日（水）京都朱雀ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

 今日の歌   「朧月夜」 

             高野辰之作詞・岡野貞一作曲 
 

菜の花畠
ばたけ

に 入り日薄れ 

見わたす山の端
は

 霞
かすみ

ふかし 

春風そよふく 空を見れば 

夕月
ゆうづき

かかりて におい淡し 



 次回の例会 ５/３０（木） 

「プロサッカークラブ、おこしやす京都ＡＣが 
            実現する幸せな社会」 
 

  おこしやす京都ＡＣ 代表取締役社長  
      添田 隆司様 

５月１６日（木）例会  
会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２７名（６名） ９３．１％ 
ご来客  １名 

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 35,000円 今年度累計 1,249,900円 
目標額 1,300,000円 達成率96％ 

RLI委員会 委員 

生駒ＲＣ会員 

中野 光夫様 

・本日卓話大変お世話になります。 

 （皆様のお耳を汚しますが） 

稲掛 英男 ・中野光夫様のスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・ＲＩ委員 中野様のお話楽しみに。 

 前回例会報告 

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 

出射 靖生 ・中野光夫様のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 上山 泰弘、千田   適、中川 俊夫 

 

 

 

上原 従正 

・５月１２日の「川クラブ友好の集い」は 

 天候に恵まれ盛会でした。 

 内山、吉田会員のお世話ご苦労様で

 した。 

 

田中  守 

・内山さん、吉田さん、川クラブ楽しい 

 一日ありがとうございました。 

【 】  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 8,000円   今年度累計 225,500円 
目標額 400,000円 達成率 56％ 

BOXへ 三田 昌資、吉田  修、井上 正佳 

稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

上山 泰弘、千田  適、末永  寛 

【 】 小計 26,000円 今年度累計 821,500円 
目標額 744,000円 達成率 110％ 1人当たり24,000円以上 

藤井文治郎 ・中野光夫様お世話になります。 

 

森  正廣 

・川クラブお世話になりました。 

 ５０年ぶりに「宝寺」良かったです。 

 

髙橋 英明 

・中野さん、本日は遠方よりお越し頂き

 ありがとうございます。 

井上 正佳 ・初夏の趣きですね、体調ご注意！ 

【 】 小計 36,000円 今年度累計 615,700円 
目標額 613,800円 達成率 100％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

吉田  修 

・本日は中野光夫様ごくろうさまでござ

 います。 

 

万殿 慎二 

・中野地区委員様本日はよろしくお願い

 いたします。 

 

内山 正元 

・川クラブ友好の集いにご参加の皆様 

 ご苦労さまでした。 

安田  勝 ・「川クラブ友好の集い」お疲れ様でした。 

田中  守 ・中野様お世話になります。 

太田 勝彦 ・先週休みすみません。 

 

王   杲 

・川クラブ友好の集い参加し大変楽し

 かったです。 

織田 鉄也 ・早退します、すみません。 

 

吉田  修 

・内田さん、先日の川クラブではなにかと

 お世話になりありがとうございます。 

 

森  正廣 

・亀岡「ほん梅の里」で泊り、翌日の保津

 川下り最高でした。 

児嶋 雄二 ・自祝、創業６０年。 

谷口 泰義 ・川くらぶ、竹の子美味しかった。 

 

林  良訓 

・川クラブ参加の皆様たいへん御苦労様

 でした。 

 

 

万殿 慎二 

・川くらぶ、たいへん楽しみました。 

 内田さん、吉田さんたいへんお世話に

 なりました。 

BOXへ 吉田   修、三田 昌資 

 

德田 正彦 

・川クラブお世話下さった会員の皆様有り

 がとうございました。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

山本 拓生 ・皆様お久しぶりです。 

BOXへ 髙橋 英明、井上 正佳、稲掛 英男 

中川 俊夫、鎌野 孝和、上山 泰弘 

末永  寛 

王   杲 ・クラブのカメラ忘れたのお詫び。 

５月会員誕生日お祝い 

鎌野会員、三田会員、内山会員、万殿会員、児嶋会員 

おでとうございます！ 



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 

5/24 京都東 「ヒト、山に登る 」      会員 左右田健次様 

（金） 
京都伏見 

～青少年奉仕クラブ・フォーラム～ 
「地域活動におけるプロスポーツが担う役割」スポーツコミュ 

ニケーションKYOTO㈱ 代表取締役社長 高田 典彦様 

 京都洛西 「RYLA受講報告」 

㈱旭堂楽器店勤務 石塚  光様 

 京都紫竹 「深泥池守り半世紀」 

深泥池を美しくする会 会長 木村  満様 

 京都乙訓 「地区委員スピーチ」ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 長谷川太一会員 

会員増強・拡大委員会 委員 川岸 右文会員 

5/27 
京都西 

「ワイン醸造のあれこれ」 

丹波ワイン(株)醸造責任者  

ワイン醸造技術管理士 内貴 麻里様 

（月） 京都紫野 「会員スピーチ」    小林田巳生会員       

    山口 博也会員、吉田 光一会員 

 京都中 －会員スピーチ－「イタリア紀行 Ⅶ」 

会員 江谷  寛様 

 京都平安 18：30 「古事記を読む」 

京都平安ＲＣ会員 脇  巌様 

5/28 京都東山 「青少年保護について」 

地区青少年奉仕委員 柴田 正明様 

（火） 京都西南 クラブデー 

 京都洛中 「知ってるようで知らないITの世界」」 

インフォニック㈱ 経営管理部 見浦 秀美様 

 京都洛南 「休会」  ＊ビジター受付はありません。 

5/29 京都 「和歌に詠まれた四季」 公益財団法人  

冷泉家時雨亭文庫常務理事 冷泉貴実子様 

（水） 
京都西北 ～京都嵯峨野ロータリークラブとの合同例会～

「希望との出会い」 

徳島ダルク代表 村上   亨様 

 京都北東 「夜間例会」 

＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 ＜京都西北ＲＣとの合同例会の為、例会変更＞

＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 「クラブ奉仕フォーラム」 

5/30 

 
京都南 「金の密輸入について」 

前財務省関税局長 飯塚  厚様 

（木） 京都北 －新入会員スピーチ－｢自己紹介｣ 

会員 井口 素孝様 

 
京都洛北 

「若者の場はどこにある？～ユースサー 

ビスから、若者支援を考える～」 京都市

南青少年活動センター所長  小嶋  薫様 

 京都洛東 「私の履歴書」     会員 山分 芳造様 

「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

青少年奉仕部門フォーラム 

「ＲＹＬＡ報告」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「俳句に観るもの」   会員 原田 正雄様 

 
京都さくら 

～会員スピーチ～ 

「老いるショックとその後」 

名誉会員 山中 祥弘様 

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/ 


