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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～ 

 （谷口、森、万殿、王、三田、末永、内田） 

  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 

（ロイ君、髙橋会員） 

 

 

 



 第１３９９例会  ２０１９年６月６日（木）   Vol.２９-４１

 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．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 

   「ＲＹＬＡ報告」 
 

   ＲＹＬＡ受講生 

 ＮＩＣ㈱   三田 勇樹様   

閉会点鐘    13：30   

 お知らせ 

◆ロータリーレート変更のお知らせ 
6 月1 日より、ロータリーレートが１㌦＝１１０円に 
変更されます。（現行1１２円） 
 

◆事務局移転のお知らせ 
敦賀ＲＣ ６月５日(水)～  
  〒914-0047 福井県敦賀市東洋町1番1号 プラザ萬象内 

＊電話番号・FAX番号、E-mailの変更はありません。 
  

◆例会変更および休会のお知らせ  
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。 
 
６月１２日（水）京都朱雀ＲＣ 
６月１８日（火）京都東山ＲＣ 
６月２４日（月）京都平安ＲＣ 
６月２５日（火）京都洛南ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 
  

 ハイライト米山 

  

 2020‐21年度 国際ロータリー会長に 
  ホルガー・クナーク氏が選ばれる 

 
  ホルガー・クナーク氏 

（ドイツ、ヘルツォークトゥ

ム・ラウエンブルグ・メリン・

ロータリークラブ会員）が

2020-21年度国際ロータリー 

会長に選出されました。  

会長指名委員会は、スシル・グ

プタ氏が健康上の理由で先月、

会長ノミニーを辞任したことに

伴い、再度会長ノミニーの選考を行いました。対抗

候補者の氏名が提出されない限り、クナーク氏は5月

31日に正式に会長ノミニーとなります。  

クナーク氏は、会員基盤を強化するためにはロータ

リーが女性会員数を増やし、ローターアクターの

ロータリークラブへの移行に焦点を当てる必要があ

ると話します。「優秀なローターアクターが大勢い

るにも関わらず、ロータリークラブに入会するのは

ほんのわずかです」とクナーク氏。 

ロータリーの「世界を変える行動人」キャンペーン

は、ロータリーが公共認識を高める上での新しい可

能性をもたらすとクナーク氏は話します。「それぞ

れの地域性や文化を尊重しつつ、ロータリーの国際

的なイメージを伝えるのに最適なキャンペーンで

す」  

1992年にロータリーに入会したクナーク氏は、ロー

タリーの財務長、理事、モデレーター、各種委員会

の委員や委員長、規定審議会代表議員、ゾーンコー

ディネーター、研修リーダー地区ガバナーを歴任し

たほか、恒久基金／大口寄付アドバイザー、2019年

ハンブルグ国際大会ホスト組織委員会の共同委員長

でもあります。  

不動産業を営む「Knaack KG」のCEOであり、125

年続く家族事業の「Knaack Enterprises」のパート

ナー兼ゼネラルマネジャーを務めました。  

地域社会では、ラッツェブルク市市民財団の創設メ

ンバーで、Gut Grambekゴルフクラブの会長を務め

た経験もあります。さらに、カール・アダム財団の

会長で創設者です。  

スザンヌ夫人とともに、ロータリー財団のメジャー

ドナーで、遺贈友の会のメンバーです。  



 次回の例会 ６/１３（木） 

「会員スピーチ」 
 

    林  良訓会員 
  上山 泰弘会員 

５月３０日（木）例会  
会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２４名（６名） ８２．７６％ 
ご来客  ３名 
５/１６ＭＵ後の出席率 ９６．５５％ 

６月はロータリー親睦活動月間 

 前回例会出席報告  

【ニコニコ箱】 小計 13,000円 今年度累計 1,280,900円 
目標額 1,300,000円 達成率99％ 

内田 勝彦 ・福田さん、よろしくお願いします。 

稲掛 英男 ・添田隆司様のスピーチ楽しみに。 

 前回例会報告 

「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」 
   

井上 正佳 ・スピーチ楽しみしています。 

BOXへ 三田 昌資 

田中  守 ・添田様のスピーチ楽しみです。 

吉田  修 ・添田様のお話楽しみに。 

【 】  小計 1,000円  今年度累計  67,000円 
目標額 62,000円 達成率 108％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 13,000円   今年度累計 242,500円 
目標額 400,000円 達成率 60％ 

BOXへ 稲掛 英男、千田  適、出射 靖生 

井上 正佳、吉田  修 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 847,500円 
目標額 744,000円 達成率 114％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 
・添田隆司様、本日はよろしくお願い

 します。 

太田 勝彦 ・あと４回です。 

 

德田 正彦 

・吉田先生昨日は徳大寺老人会がお世話

 になりました。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 647,700円 
目標額 613,800円 達成率 106％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・なぜこんな凄惨な事件が起こるの

 でしょう。 

万殿 慎二 ・添田さんスピーチ楽しみです。 

太田 勝彦 ・ほんとうにあと４回です。 

出射 靖生 ・上山先生御世話になります。 

 

吉田  修 

・徳田さん、きょうは大変お世話になり

 ありがとうございました。 

田中  守 ・菱田さんお土産ありがとうございます。 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

出射 靖生 ・本日も晴天ですね。 

 

森  正廣 

・八幡平の「ドラゴン・アイ」見てきま

 した。 

林  良訓 ・添田社長のお話楽しみに。 

BOXへ 吉田  修、三田 昌資、山本 拓生 

谷口 泰義 

鎌野 孝和 ・全てに感謝。 

BOXへ 末永  寛、鎌野 孝和、稲掛 英男 

井上 正佳 

 

田中  守 

・内山さん楽しい家庭集会ありがとう 

 ございます。 

おこしやす京都ＡＣ 代表取締役社長  
      添田 隆司様 

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  

安田  勝 ・クラブ発展のために。 

太田 勝彦 ・あと４回です。 

森  正廣 ・必見「映画 空母いぶき」。 

BOXへ 千田   適 

 

「社会を明るくする運動」啓発活動のお知らせ 
 

日 時： 201９年 ７月１日（月） １７：００～ 
場 所： 阪急桂駅西口 



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 

6/7 京都東 「 親睦旅行道中記 」    会員 山中 達郎様 

（金） 京都伏見 「藤原道長と紫式部」  

同志社女子大学名誉教授 朧谷  寿様 

 
京都洛西 

「国立京都国際会館の50年～京にあってこそ～」 

公益財団法人国立京都国際会館 館長 

 内田 俊一様 

 京都紫竹 「食シリーズ① 」 

 京都乙訓 「会長スピーチ」 会長エレクト 六人部是継会員 

6/10 京都西 -新入会員スピーチ- 

「自己紹介と私の仕事」   会員 谷口 和彦様 

（月） 京都紫野 「京都紫野RAC年間報告」 

 京都中 「台北城南ロータリークラブ交換研修生スピーチ」

台北城南交換研修生 

 
京都平安 18：30 

「明日ありと思う心の仇桜 夜半に嵐の吹かぬ

ものかは」 

京都平安ＲＣ 会長エレクト 土井 大信様 

6/11 京都東山 クラブ戦略策定委員会 中間報告  

新入会員スピーチ 大倉 英士様、森田 早苗様 

（火） 
京都西南 

「レーザーで切り拓く未来社会」～レーザーが身近に

なり、植物工場やドローンへの未来社会への応用が

始まってきた～   京都大学名誉教授 平尾 一之様 

 京都洛中 「未定」洛中桐田奨学生 同志社大学 脳科学部 

博士課程 プトゥ アディ アンディカ ラディティア君 

 京都洛南 「理事退任挨拶」 

6/12 京都 「御大礼の仕事」 ㈱井筒装束店 

 代表取締役社長 佐織 鉄郎様 

（水） 京都西北 「休会」 ＜定款第８条第１節(ｃ)により＞ 

＊ビジター受付は行いません 

 京都北東 「第３回クラブ協議会」 

 
京都嵯峨野 

～マナー講座１３～「ワイン講座」 

 ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

宴会サービス部ソムリエ 藤原 靖彦様 

 京都朱雀 「第3回合同アッセンブリー」 

＊ビジター受付は行いません。 

6/13 

 
京都南 「休会」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（木） 京都北 ｢台北北RC創立60周年参加報告会｣ 

金井塚敏弘様、小滝 寛様、増田 康男様 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「退任挨拶」 

会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「未定」               書家 祥州様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

－クラブアッセンブリー－ 

「今期の活動に思う事｣  会員 萩原 暢子様 

 京都さくら 「伝統と革新」～創業177年、宝グループの経営～ 

宝ホールディングス（株）相談役 大宮  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/ 


