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６-７月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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  

  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 

  ７月１６日～１８日 札幌真駒内ＲＣ 来訪 祇園祭観覧 

    貴船「右源太」 

  ７月１８日（木）  クラブ・デー 第１回クラブ討論会 

   

 

◆地区行事 

  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 

（ロイ君、髙橋会員） 

  ７月 ６日（土） 第１回青少年奉仕担当者会議 

 京都経済センター７階 

 12：00受付 13：00～16：00    （森会員） 

  ７月 ９日（火） ロータリーほろにが会 レクトラン菊水 

  ７月１３日（土） 米山奨学生 京都祇園祭体験会 

 12：30集合～18：00頃 ㈱京繊 

  ７月１５日（祝） 職業奉仕担当者研修会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 

 

 

 



 第１４０２例会  ２０１９年６月２７日（木）   Vol.２９-４４

 プログラム 

 幹事報告 

１．本日、馬場ガバナー補佐をお迎えし、次年度クラブ

 協議会を開催します。 

２．６月２９日（土）竹茂楼において年度末会員懇親会

 を開催いたします。多数のご参加よろしくお願いいた

 します。 

３．７月１日（月）午後５時から阪急桂駅西口において 

 「社会を明るくする運動」が行われます。 

４．次週例会終了後、次年度理事役員会を開催します。 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌「かたつむり」 

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 

入会式 

スピーチ    13：00 

 「次年度第１回クラブ協議会」 

  2019-2020年度京都市域 第２グループ 

  ガバナー補佐  

  京都西ＲＣ会員   馬場 益弘様 
 

閉会点鐘    13：30   

 お知らせ 

 

◆新入会員のご紹介  
 

福田 義久（ふくだ よしひさ）君 
１９７４年１２月２５日生 
職業分類 屋根工事業 
勤務先 ㈱アールプランニング 代表取締役 
    西京区大枝沓掛町２６－１９６ 

推薦者 内田 勝彦会員、万殿 慎二会員 
 
◆例会変更および休会のお知らせ 
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Ｈ） 
７月１７日（水）京都ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

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  

出席予定者 

 林、井上、万殿、松尾、森、太田、三田 

 千田、末永、髙橋、谷口、德田、内田 

 内山、上原、王、山本、吉田、事務局 

 

「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 

出席予定者 万殿、末永、髙橋、上原、山本 

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第４回炉辺会合４班の報告 
 

 ６/１５、１８：００〜 桃園亭で第４班の炉辺会合を開催いたし

ました。出席者は、徳田さん、瀬田さん、吉田さん、千田さん

内田会長、王さん、織田の７名で開催いたしました。 

初めて炉辺会合の当番を仰せつかり、同じ班の中川さんに 

お声掛けを忘れてしまい、私にとって大変ほろ苦い炉辺会合

となってしまいました。中川さん本当に失礼をいたしました。 

会合では、今年一年

を振り返る和やかに

親睦深まる時間と 

なりました。 王さん

おいしい料理と20年

もののめずらしい 

紹興酒ごちそうに 

なり、ありがとうござ

いました。 

（報告者 織田） 

６月１５日（土）京都市内２４ＲＣ連絡協議会 第２回（現次 

年度合同）合同幹事会が開催されました。 

井上次年度幹事が来年３月１５日（日）に行われる当クラブ 

創立３０周年記念例会のご紹介をされました。 

出席者：山本、井上、林、菱田の各会員 



 次回の例会 ７/４（木） 

「就任の挨拶」 
 会長  髙橋 英明会員 
 副会長  山本 拓生会員 
 会長エレクト  万殿 慎二会員 
 幹事  井上 正佳会員 

６月２０日（木）例会  
会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２３名（６名） ７９．３１％ 
ご来客  ４名 
６/６ＭＵ後の出席率 ９６．６７％ 

 前回例会出席報告  

【ニコニコ箱】 小計 18,000円 今年度累計 1,367,900円 
目標額 1,300,000円 達成率105％ 

 前回例会報告 

 

内田 勝彦

千田  適 ・内田会長、あと２回頑張って下さい。 

【 】  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 15,000円   今年度累計 276,500円 
目標額 400,000円 達成率 69％ 

BOXへ 千田  適、吉田  修、鎌野 孝和 

井上 正佳 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 894,500円 
目標額 744,000円 達成率 120％ 1人当たり24,000円以上 

内田 勝彦 ・いよいよ、あと一回となりました。 

 

井上 正佳 

・１年間ご苦労様でした。「クラブ協議会」

 よろしくお願いいたし ます。 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 692,700円 
目標額 613,800円 達成率 113％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・織田さん、先日の炉辺会合お世話に

 なりました。 

 

吉田  修 

・織田さん、先日の炉辺では大変お世話に

 なりありがとうございました。 

内田 勝彦 

 

瀬田 保二 

・内田会長、太田幹事一年間大変お世話

 になりました。 

BOXへ 三田 昌資、吉田  修、鎌野 孝和 

稲掛 英男 

 

瀬田 保二 

・内田会長、太田幹事一年間大変お世話

 になりました。 

 

林  良訓 

・本年度もあと２回ですね、皆様御苦労様

 でした。 

 

安田  勝 

・執行部の皆様１年間お世話になりま

 した。 

菱田 匡樹 ・合同幹事会おつかれさまでした。 

 

德田 正彦 

・炉辺会議、幹事の織田会員お世話様で

 した。 

 

森  正廣 

・尚徳中学校の学年同窓会もう卒業後５６

 年になります。 

谷口 泰義 ・体調に気をつけて老令に元気に。 

 

王   杲 

・第四班炉辺会合の皆様 大変お世話に

 なりました。有難う御座いました。 

 

内山 正元 

・父の日に息子夫婦からビックプレゼント

 をもらいました。 

・本日、本年度最後の協議会です。理事

 役員会の皆様よろしくお願いします。 

クラブ・デー 
「第４回クラブ協議会」 

BOXへ 

・未来のボランティアリーダーの為に。 

井上 正佳、万殿 慎二、髙橋 英明 

鎌野 孝和、千田  適、末永  寛 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

 今日の歌   かたつむり 

でんでん むしむし かたつむり 

お前のあたまは どこにある  

つの出せ やり出せ あたま出せ 

京都洛南ＲＣ 角 正三郎様 

 

吉田  修 

・きょうは、５時に目が覚めて一人で１時

 間歩きました。 

万殿 慎二 ・ようこそロイ君。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、髙橋 英明 

中川 俊夫、三田 昌資、児嶋 雄二 

 

森  正廣 

・園部でのホタル観賞はあいにくの雨で

 ２匹しかいませんでした。 

米山奨学生ロイ君と 

会長 

６月はロータリー親睦活動月間 

６月会員誕生日お祝い 

林会員と内田会長 

・ 



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 

6/28 京都東 ―年度最終例会― 「退任挨拶」 

会長・副会長・幹事・会計・S.A.A. 

（金） 京都伏見 ～会長・幹事退任挨拶～ 

 人見 康裕会長、永井  剛 幹事 

 京都洛西 「退任挨拶」               会長 幹事 

 京都紫竹 「退任挨拶」  

 京都乙訓 「退任挨拶」        会長 小川 修司会員 

               幹事 小倉 一明会員 

7/1 京都西 「就任挨拶」 会長、会長エレクト、副会長 

幹事、理事、会計、会場監督 

（月） 京都紫野 「会長・副会長・幹事就任挨拶」  

 
京都中 

「新年度を迎えてⅠ」    会長 蜂屋 光裕様 

副会長 小森一宏様、幹事 畑   宏明様 

  ＳＡＡ  太田智之様  

 京都平安 18：30 「会長・幹事 所信表明」       会長・幹事 

7/2 京都東山 「就任挨拶①」 

会長、副会長、幹事、クラブ管理運営 

（火） 京都西南 役員理事就任挨拶 

 
京都洛中 

「就任挨拶」     会長、副会長、幹事、会計 

会場監督、クラブ研修リーダー 

創立４０周年記念事業実行委員長 

 京都洛南 「会長・幹事 就任挨拶」 

会長 山仲 修矢様、幹事 荒木 稔雄様 

7/3 京都 「和顔愛語」  2019-20年度会長  白坂  淳様 

（水） 京都西北 「就任の挨拶」             理事・役員 

 京都北東 「就任の挨拶」             理事・役員 

 京都嵯峨野 「就任の挨拶」             理事・役員 

 京都朱雀 「就任挨拶」        会長 村上 洋一郎様 

副会長 青竹    邦男様 

7/4 

 
京都南 「就任挨拶」   会長・副会長・幹事・会計・SAA  

（木） 京都北 「新年度を迎えて」          理事・役員 

 京都洛北 「就任挨拶」 

 京都洛東 「就任挨拶」 

会長、直前会長、副会長、会長エレクト 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

第１回クラブ協議会  

「理事役員 就任挨拶」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「本年度活動方針」 

会長 萩原 暢子様、 幹事 河佐 英俊様 

 京都さくら 「就任挨拶」 

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/ 


