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「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 

 
６-７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 

  ７月 ４日（木）  次年度理事役員会 表敬訪問 

   

 

◆地区行事 

  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） 

  ６月１５日（土） 米山学友会総会並びに新規奨学生歓迎会 

 10：00受付 11：00～14：00 WITH YOU 

  ７月 ６日（土） 米山奨学生集会及び懇親会 9：30受付 

 10：00～14：00 京都東急ﾎﾃﾙ 

   



 第１３９８例会  ２０１９年５月３０日（木）   Vol.２９-４０

 プログラム 

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第４回炉辺会合２班の報告 

 

 ５月２３日（木）午後６時３０分から美濃吉烏丸四条店に

おいて４回目の炉辺会合を開催しました。 

 出席者は７名（鎌野、田中、稲掛、井上、万殿、菱田、

内山）。テーマである会員増強について、内田会長と 

万殿会員が共同推薦人となり、新たに“福田さん”を新

入会員として迎える予定との嬉しい報告がありました。 

 ハネムーン直後の菱田会員に質問が集中し、同会員

から浜辺での挙式や楽しい旅行の様子の数々が披露さ

れました（結婚指輪をはめるようになりました）。 

  最近の倫理観が欠如した事件がなぜ多発するのか、

人と人との結びつきが弱くなっているのが原因か、更に

は井上会員の 

会社の業容（イベ

ントにおける各社

のロゴをつくる＜

間違っていたらご

めん＞）その他に

ついて大いに語り

ながら午後９時ま

で談笑しました。 

                                    

第２班リーダー 内山  正元   

 

 幹事報告 

１．５月２８日（火） 京都市内24ＲＣ連絡協議会第３回

 会長幹事会が開催され、現次年度会長幹事が出席いた

 しました。 

２．次週例会終了後、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「夏は来ぬ」 

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 

「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 
   

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） 
６月２７日（木）京都洛東ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 ） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 
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。 
  

 スピーカーのご紹介 

添田
そ え だ

 隆司 
た か し  

様 
 

ご略歴 

１９９３年３月１５日生まれ。２６歳。 

東京大学経済学部卒業後、「史上２人目の東大卒

Ｊリーガー」として藤枝ＭＹＦＣ（Ｊ３）に選手

兼任社員として２０１５年に加入。Ｊリーグ通算

１０試合出場。２０１７年８月にアミティエＳＣ

京都（現おこしやす京都ＡＣ）に移籍し、主力と

して活躍するも、あと１勝でＪＦＬ（４部担当）

への昇格を逃す。現役続行の選択肢もあったが、

スポーツビジネスを変え、スポーツを通じて社会

を豊かにするために、２０１８年に現役を引退。 

２０１８年１２月より、おこしやす京都ＡＣ代表

取締役社長を務める。 

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  



 次回の例会 ６/６（木） 

「ＲＹＬＡ報告」 
 

   ＲＹＬＡ受講生 
 ＮＩＣ㈱   三田 勇樹様 

５月２３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  ０名 
５/９ＭＵ後の出席率 ９３．３３％ 

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 18,000円 今年度累計 1,267,900円 
目標額 1,300,000円 達成率98％ 

 

内田 勝彦 

・先週例会欠席、申し訳ございませんで

 した。 

稲掛 英男 ・藤井会員、安田会員のスピーチ楽しみに。 

 前回例会報告 

 「会員スピーチ」 

出射 靖生 ・藤井会員、安田会員のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 三田 昌資、中川 俊夫、鎌野 孝和 

末永  寛 ・安田さん、藤井さんのお話しを楽しみに。 

髙橋 英明 ・安田さん、藤井さんのお話しを楽しみに。 

【 】  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 4,000円   今年度累計 229,500円 
目標額 400,000円 達成率 57％ 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男、鎌野 孝和 

千田  適 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 836,500円 
目標額 744,000円 達成率 112％ 1人当たり24,000円以上 

瀬田 保二 ・藤井会員、安田会員のお話し楽しみに。 

 

内山 正元 

・藤井会員、安田会員のスピーチを楽し

 みにしております。 

 

林  良訓 

・安田、藤井両先パイのお話楽しませて

 さい。 

太田 勝彦 ・あと５回です。 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 634,700円 
目標額 613,800円 達成率 103％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・藤井会員、安田会員のスピーチを

 楽しみにしてます。 

 

吉田  修 

・安田先生、藤井文さん、きょうのスピー

 チ楽しみです。 

藤井文治郎 ・スピーチさせていただきます。 

 

万殿 慎二 

・藤井さん、安田さんのスピーチ楽しみ

 です。 

安田  勝 ・本日スピーチさせて頂きます。 

児嶋 雄二 ・菱田君結婚おめでとう。 

王   杲 ・安田先生、藤井会員のスピーチ楽しみ。 

上原 従正 ・早退おわび。 

 

 

森  正廣 

・男山「まほろばの道」から「せせらぎの

 道」ハイキングのあと、八幡市民コン

 サート「ブラームス」に感動。 

吉田  修 ・古畑さんに弔意を表して。 

出射 靖生 ・暑い日が続きそうです。 

太田 勝彦 ・あと５回です。 

 

谷口 泰義 

・安田さん、藤井さんのスピーチを楽し

 みに。 

BOXへ 吉田  修、三田 昌資、山本 拓生 

井上 正佳 ・スピーチ楽しみです。 

BOXへ 髙橋 英明、井上 正佳、稲掛 英男 

千田  適、林  良訓 

 

内田 勝彦 

・三田勇樹君、ＲＹＬＡ御参加ありがと

 うございました。 

今日の歌   

「夏は来ぬ」 
佐佐木信綱作詞・小山作之助作曲 

 

卯の花の 匂う垣根に 

時 鳥
ほととぎす

 早も来鳴きて 

忍音
しのびね

もらす 夏は来ぬ 

 

 

さみだれの そそぐ山田に  

早乙女が 裳裾
もすそ

ぬらして 

 玉苗
たまなえ

植うる 夏は来ぬ 

 

吉田  修 

・鎌野先生、先日は「西方浄土」をあり

 がとうございました。 

 

菱田 匡樹 

・お陰様で無事結婚しました、ありがとう

 ございます。 

太田 勝彦 ・あと５回です。 

  藤井文治郎会員     安田   勝会員 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 



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 

5/31 京都東 「皇室にお仕えして」 

元宮内庁東宮職 今井  賢様 

（金） 京都伏見 「休会」    ＊ビジター平常通り行われます。 

 京都洛西 「水口ＲＣに学ぶ社会奉仕事業」 

 

京都紫竹 

「ライラに参加して」 

ライラ受講生 ㈱京繊 田中 浩之様 

「クラブ・フォーラム⑤ 年度計画を顧みて」 

会長 井上 弘之様 

 京都乙訓 「特別休会」  ＊ビジター受付はありません。 

6/3 京都西 「私の職業と歓び」      会員 武田 隆男様 

会員 渡辺 康介様 

（月） 京都紫野 「RYLA受講報告」 

「新会員スピーチ」       橋本 光弘会員 

 
京都中 

「ガバナー補佐三年間を振り返って」(仮題) 

RI第2650地区ガバナー補佐 

京都中ＲＣ会員 小森 一宏様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、６月１０日（月）の開催予定にな

ります。 

6/4 京都東山 クラブ・デー 

（火） 京都西南 青少年奉仕フォーラム 

 京都洛中 「難聴と認知症」 

京都大学名誉教授 本庄  巌様 

 京都洛南 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

6/5 京都 - 新会員スピーチ - 

「 地震とガス事業 」 松尾 一哉様 

（水） 京都西北 「嵐電」 京福電気鉄道㈱ 代表取締役社長 

 岡本 光司様 

 京都北東 「能楽講座」 公益財団法人 金剛能楽堂財団 

理事 金剛 龍謹様 

 京都嵯峨野 「次年度第２回クラブ・アッセンブリー」 

 京都朱雀 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

6/6 

 京都南 
「コーヒーの世界と、ブラジルサンバ」全日本 
 コーヒー商工組合連合会理事会長 ブラジル

サンバ隊 萩原孝治郎様、ブラジルサンバ隊様 

（木） 京都北 －新入会員スピーチ－ 

｢自己紹介｣            小島 英裕様 

 京都洛北 「京都における防火、防災の７０年の歩み」   

京都市下京消防署署長    石井 崇夫様 

 京都洛東 「退任挨拶」              理事・役員 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「ケロッグ社とSDGs」 日本ケロッグ合同会社 

 代表職務執行者社長 井上ゆかり様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「ゴルフの楽しみ」     会員 井澤  豊様 

 ｢会員増強アクション会議報告｣ 松本恒司様 

 京都さくら 「音楽例会」       ピアノ  野原みどり様 

サクスフォン 野原 武伸様 

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/ 


