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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１３日（木）  ３０周年実行委員会 

  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 ネクタイ着用 

   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） 

  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１４００例会  ２０１９年６月１３日（木）   Vol.２９-４２

 プログラム 

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第４回炉辺会合３班の報告 

 

6月7日（金） 午後6時30分から京料理 花咲錦店において

炉辺会合が開催されました。 

出席者は8名（谷口、上原、末永、森、高橋、王、林、三田） 

会員増強について林前会長と王会員が共同推薦として

三田会員を増強 

出来ており、さら 

なる増強の話も 

有り、午後9時頃 

まで談笑しました。 

 

 

                                    第３班 三田 昌資   

 幹事報告 

１．本日例会終了後、３０周年実行委員会が開催され

 ます。 

２．６月１５日（土） リーガーロイヤルホテル京都に

 おいて、京都市内24ＲＣ連絡協議会第２回（現次年度

 合同）合同幹事会が開催されます。太田、山本、井上

 林、菱田の各会員が出席します。 

３．６月１５日（土）WITH YOUにおいて米山学友会総会並びに

 新規奨学生歓迎会が開催されロイ君と髙橋会員が出席

 されます。 

 理事役員会 

日 時 2019 年６月６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、太田、田中、井上、吉田、 
 中川、上原、山本、児嶋、出射の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．決算総会における会計監査の選任について 
４．次年度への引継ぎについて 
５．第４回クラブ協議会（年間総括）について 6/20（木） 
６．年度末会員懇親会について 6/29（土） 
７．「社会を明るくする運動」協賛金について 
８．札幌真駒内RCの来訪について 
９．会員増強について 
10．新入会員 福田 義久さんについて 
11．2019年度規定審議会 クラブに関係する主な採決について 
12．その他    

 

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「夏の思い出」 

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」 

    林  良訓会員、上山 泰弘会員 

閉会点鐘    13：30   

マリン同好会報告 
 

 去る事、ふた月ばかり前の話で申し訳ございません。遅ればせながら報告申し上げます。 

４月７日(日)マリーナ雄琴にて第１回マリン同好会を行いました。 

参加者多数のなか海津大崎の桜には少し早かったですが、晴天の青空の下ボートで湖面を

疾走する爽快感をみんなで楽しみ豪勢な花見弁当に沖島の小鮎の天ぷら、モロコの南蛮漬

け、などの御馳走で盛大に盛り上がりました。 

 ちなみに、初めて知りましたが何故か 

船の運転には飲酒運転がないそうです。 

びっくりしました！もしかしたらマリーナ

雄琴だけのルールなんでしょうか？ 

当日は林会員のぞくマリーナ雄琴の 

皆さん本当に大変お世話になりあり 

がとうございました。 

 第２回をそろそろ開催しなければと

思っております。 その際には皆さん 

ぜひご参加ください。 

大いに楽しみましょう。  

                    マリン同好会長マドロス太田 



 次回の例会 ６/２０（木） 

クラブ・デー 
「第４回クラブ協議会」 

６月６日（木）例会  
会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２９名（７名） ９６．６７％ 
ご来客  ３名 
５/２３ＭＵ後の出席率 ９３．１０％ 

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 52,000円 今年度累計 1,332,900円 
目標額 1,300,000円 達成率103％ 

京都洛西ＲＣ 

吉川 裕丈様 

・中川会長、林会長、内田会長年度 

 お世話になりました。 

内田 勝彦 ・三田勇樹様、本日はよろしくお願いします。 

 前回例会報告 

 

井上 正佳 

・三田勇樹さんのスピーチ楽しみにして

 います。 

BOXへ 中川 俊夫、千田   適 

田中  守 ・三田勇樹さんのスピーチ楽しみです。 

稲掛 英男 ・三田勇樹様のスピーチ楽しみに。 

【 】  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 8,000円   今年度累計 250,500円 
目標額 400,000円 達成率 63％ 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、千田  適 

吉田  修、稲掛 英男、井上 正佳 

【 】 小計 21,000円 今年度累計 868,500円 
目標額 744,000円 達成率 117％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 
・本日より、グールビズ宣言させて 

 いただきます。 

児嶋 雄二 ・三田君のスピーチ楽しみに。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 662,700円 
目標額 613,800円 達成率 108％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・三田さんのスピーチ楽しみです。 

 

内田 勝彦 

・本日夜８時から井上会員のＢＡＲはでな

 さんで歌わせていただきます。 

 

吉田  修 

・６月になったばかりで「暑い～」という

 挨拶、本当に暑いですね。 

髙橋 英明 ・先週 落語会へ行ってきました。 

 

千田  適 

・信じられない交通事故が多発していま

 す。皆様気をつけて下さい。 

内田 勝彦 ・未来のボランティアリーダーの為に。 

髙橋 英明 ・三田さんのお話し楽しみに。 

 

三田 昌資 

・本日息子ＲＹＬＡスピーチ宜しくお願い 

 します。 

末永  寛 ・三田さんのお話しを楽しみに。 

BOXへ 三田 昌資、吉田  修、鎌野 孝和 

出射 靖生 ・三田勇樹様のスピーチ楽しみに。 

德田 正彦 ・梅雨入りが待ち遠しいです。 

山本 拓生 ・三田勇樹さんの報告楽しみに。 

 

菱田 匤樹 

・三田勇樹様のスピーチ楽しみしており

 ます。 

王   杲 ・三田勇樹さんのスピーチ楽しみに。 
吉田  修 ・三田さんのご子息のお話たのしみに。 

太田 勝彦 ・あと３回！ 

松尾 義平 ・最終月ですね、皆様御苦労様でした。 

德田 正彦 ・田植えが終わりました。 

 

内山 正元 

・道後温泉に行って“坊ちゃん”してき

 ました。 

 

鎌野 孝和 

・The Brothers Four60周年コンサートに

 行って来ました。若さをもらって来ました。 

谷口 泰義 ・暑い日が続きますね。 

出射 靖生 ・本日は暑いですね。 

森  正廣 ・三田君の報告楽しみに。 

安田  勝 ・今年もはや夏がきました。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、井上 正佳 

稲掛 英男、末永   寛 

上原 従正 ・三田勇樹さんのスピーチを楽しみに。 

瀬田 保二 ・三田勇樹君おつかれさまでした。 

太田 勝彦 ・あと３回！ 

出射 靖生 ・梅雨入りもまじかです。 

「ＲＹＬＡ報告」 
 

 ＲＹＬＡ受講生 
 ＮＩＣ㈱ 
   三田 勇樹様   

今日の歌  「夏の思い出」  
作詞 江間章子  作曲 中田喜直 

 

夏がくれば思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧のなかにうかびくる 

やさしい影 野の小径（こみち） 

水芭蕉の花が咲いている 

夢見て咲いている水のほとり 

石楠花（しゃくなげ）色にたそがれる 

はるかな尾瀬 遠い空 

 

 

森  正廣 

・金沢ツーデーウォーク、20キロ、16キロ 

 天気良く、景色良く、コース良く 

 前田家の墓地は荘厳でした。 



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 

6/14 京都東 「 難病に対する再生医療の実践 」 

会員 山岸 久一 様 

（金） 京都伏見 ～次年度クラブ・アッセンブリー～ 

 京都洛西 「家紋は『家の御守り』」一般社団法人京都家紋

協会代表 日本家紋研究会 副会長  森本 勇也様 

 京都紫竹 「食シリーズ② 伏見の歴史と魚三楼の歴史」 

㈱魚三楼 代表取締役 荒木 稔雄様 

 京都乙訓 「クラブ協議会」 

～年次活動報告・次年度申送り～ 

6/17 
京都西 

「100年後の未来に伝える持続可能なまちづくり

『崇仁SDGs×崇仁未来図デザインプロジェクト』」 

崇仁発信実行委員会代表 藤尾まさよ様 

（月） 京都紫野 「理事退任挨拶」 

 京都中 ｢一年を振り返って Ⅰ」 

会長 肥田自豊様、幹事 田中  剛様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、６月２４日（月）の開催予定にな

ります。 

6/18 京都東山 「ヤレヤレ会」  ＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南  第３回クラブアッセンブリー(年間締め括り) 

次年度第１回クラブアッセンブリー(次年度方針説明他) 

 京都洛中 -追悼例会-「故 山本会員会員を偲んで」 

 山野貫一郎会員、臼井 由和会員 

 京都洛南 「会長・幹事 退任挨拶」 

辻井  博会長、西田 賢央幹事 

6/19 京都 -新会員スピーチ-  

中條  太志様、木下 正直様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 

「次年度第１回クラブアッセンブリー」 

 京都北東 「退任挨拶」   理事・役員  「クラブデー」 

 京都嵯峨野 ～マナー講座１4～「不動産取得で気をつける 

 こと」            会員 三宅 由起様 

 京都朱雀 「退任挨拶」            各委員長・SAA 

6/20 

 
京都南 「退任挨拶」 

（木） 
京都北 

｢京都北ローターアクトクラブ １年間の歩み｣

京都北RAC 会長 北川比那さん、幹事 青島 

  佳おりさん、国際奉仕委員長 渡辺彩加さん 

 京都洛北 「自己紹介」       会員  土田 信之様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員スピーチ」  

 林  真志様、鈴木  章様 

 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 「2018-2019年度RYLA報告」  カウセラー 

 牧 圭子様、ＲＹＬＡ受講生 矢追 拓海様 

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/ 


