
201８年７月５日 

No.1359 Vol.29-1 

201８～201９ 

W E E K L Y  
B U L L E T I N 

 

「インスピレーションになろう」 

        RI会長 バリー・ラシン 

 
７月の行事予定ブ 

◆クラブ内行事    

 ７月 ５日（木） ７月度定例理事役員会 

 ７月 ５日（木） 社会を明るくする運動 阪急桂駅西口 17：00 

 ７月１９日（木） 創立２９周年記念例会開催のため、２１日に変更 

 ７月２０日（金） ウェルカムパーティー  18：00～ 

 祇園 「大季」 

 ７月２１日（土） 創立２９周年記念例会 18：00～ 

 京都センチュリーホテル 

会長テーマ 

 ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERED  
AUGUST 21.1989 

 

「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 

◆地区行事 

 ７月 ８日（日） ロータリー・リーダーシップ研究会 

 第2650地区ＲＬＩパートⅠ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00 

 ７月１０日（火） ロータリーほろにが会 

 レストラン菊水 18：00～ 

 ７月１５日（日） インターアクト夏期研修結団式並びに事前 

 研修会 国際交流会館 13：00～16：30 

 ９月１日からの京都センチュリーホテル全館停電により、９月６日、９月１３日、９月２７日、１０月４日の例会を京都タワーホテルにおいて 

 １８時半から夜間例会を開催します。９月２０日、１０月１１日の例会は休会となります。 

出射会員夫人 出射美代子 画 



 第１３５９回例会  ２０１８年７月５日（木）   Vol.２８-１ 

１．本日、織田 鉄也くんの入会式を行います。 

２．例会終了後、７月度定例理事役員会を開催

 いたします。 

３．本日、１７時から桂駅西口において「社会を明るく

 する運動」啓発活動が阪急桂駅において行われます。 

４．当クラブのＨＰが、内田会長により新年度版に

 更新されました。皆様一度ご覧ください。 

   http://katsuragawarc.com/ 

５．７月２８日（土）嵐山中之島公園特別会場において

 京都西南ＲＣ青少年・社会福祉事業「嵐山こども

 相撲大会」が開催されます。 

６．６月末、中島一行会員が一身上の都合により退会

 されました。 

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 

入会式 

スピーチ    13：00 

「就任の挨拶」 

    会長、副会長、会長エレクト、幹事、SAA 

閉会点鐘    13:30   

 プログラム 

 本日のスピーチ 

「就任の挨拶」 
 

会計、ＳＡＡ、クラブ・管理運営、奉仕プロジェクト 
社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕の各委員長 

 幹事報告 

 

  会長就任のご挨拶 

 

          「ロータリアンになろう」 
 

２０１８－１９年度 

     会長 内田 勝彦 

         
 京都桂川ロータリークラブ会長
就任にあたり、ご挨拶を申し上げます。 
 平成元年に創立されました当クラブも 29年目を迎
えることができました。太田幹事はじめ、理事・役員
の皆様、会員の皆様，諸先輩方のご指導のもと、若輩
ではございますが会長の職責に努力してまいる所存で
すので、関係各位の皆様にもご厚情を賜りますよう 
お願い申し上げます。 
 

2018－ 19年度クラブテーマ 
 私は「ロータリアンになろう」を本年度のクラブ
テーマに掲げたいと思います。 
 

  本年度国際ロータリー会長バリー・ラシン氏は
「インスピレーションになろう」をテーマにしておら
れますが、これはロータリアンがそれぞれの地域で、
周りに新鮮な刺激と影響を与える人であれとの教えと
理解しております。 
  

 また本年度第 2650 地区ガバナー中川基成氏も
「ロータリーを学び、実践し、発信しよう； Enjoy 
Rotary」をテーマとされ、ロータリアンの基本に立ち
返り、地域にアピールし、奉仕の輪を広げることを
目標にしておられます。 
  

 ロータリアンとなること－会員相互の親睦と友情を
基礎とし、四つのテストの精神を持つ職業人として 
地域に奉仕し，常に社会の声に耳を傾けつつ見識を広
め、他者と協力し，ボランティアリーダーとして奉仕
の機会を実践すること－それは今も私の生涯の目標で
あります。 
  

 当クラブ会員の大半の皆様は私の先輩でございます
が、創立 30周年を目前に、あらためてこのような
テーマを掲げることをご容赦いただくとともに，私の
願いであるこのテーマへの取り組みにご参画下さいま
すようお願い申し上げます。 
 

 例外なく誰にでも公平に優しく，見識高く，奉仕の
精神をもって，それぞれの地域で自らの職責を果たし
てこられた諸先輩方に少しでも近づけるよう、誇りあ
るロータリアンになることを目標に精進してまいりた
いと思います。 
 

 更なる親睦と友情を深めるため、一年間、誠心誠意
努めさせていただきますので，どうかご指導、ご支援
のほど、よろしくお願いいたします。  

 委員会報告 

◆前年度出席委員会  

Ｍ.Ｕ.後１００％出席者 

  林 良訓会員、万殿慎二会員、森 正廣会員、 

 王  杲会員、 

 お知らせ 

◆新入会員のご紹介  
織田 鉄也（おだ てつや）君 
１９７１年７月２６日生 
職業分類  
勤務先 ㈱キョウラク 代表取締役 
    伏見区下鳥羽上三栖町169 

推薦者 内田 勝彦会員、万殿 慎二会員 
 

◆ビジターフィー変更のお知らせ  
京都北東ＲＣ ７月４日（水）例会日より 
４，０００円（現３，５００円） 
京都嵯峨野ＲＣ ７/１８、８/２２、１/９、３/１３ 
４，３００円（通常２，７００円） 



【 】 小計 6,000円   今年度累計 166,000円 
目標額 400,000円 達成率 42％ 

【 】  小計  0円  今年度累計  61,000円 
目標額 60,000円 達成率 100％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 21,000円 今年度累計 780,000円 

目標額 720,000円 達成率 108％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 

・吉川裕丈ガバナー補佐、本日はよろしく

 お願いします。 

森  正廣 ・吉川ガバナー補佐をお迎えして。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、吉田  修 

井上 正佳 

BOXへ 谷口 泰義、藤井文治郎、吉田  修 

 

林  良訓 

・いよいよ内田丸とのバトンタッチの

 日がやってまいりました。 

王   杲 ・吉川様本日有難う御座います。 

 

林  良訓 

・年度末会員懇親会御参加の皆様 

 御苦労様でした。 

鎌野 孝和 ・吉川ガバナー補佐をお迎えして。 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 618,000円 
目標額 599,400円 達成率 103％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 57,000円 今年度累計 1,469,040円 
目標額 1,300,000円 達成率113％ 

RI第2650地区 
ガバナー補佐 
吉川 裕丈様 

・林会長様 １年間おつかれ様です。 

 内田会長エレクト様 次年度よろしく 

 お願い致します。 

林  良訓 ・吉川様 本日はありがとうございます。 

 

内田 勝彦 

・本日の第１回クラブ協議会、 

 皆様よろしくお願いします。 

上原 従正 ・吉川ガバナー補佐をお迎えして。 

 

髙橋 英明 

・吉川ガバナー補佐 本日はよろしく

 お願いします。 

出射 靖生 ・吉川ガバナー補佐をお迎えして。 

稲掛 英男 ・ガバナー補佐 吉川裕丈様をお迎えして。 

京都西北ＲＣ 

千代 良子様 

・ニコニコへ。 

 

山本 拓生 

・吉川ガバナー補佐 今日はよろしく

 お願いします。 

田中  守 ・吉川ガバナー補佐お世話になります。 

 

吉田  修 

・吉川ガバナー補佐ようこそ、よろしく

 お願いします。 

 次回のスピーチ 

「就任の挨拶」 
 会長エレクト、会計 
 クラブ管理・運営委員長、奉仕プロジェクト委員長 

６月２８日（木）例会 
会員数 ３１名（内出席免除１０名）  
出席者 ２５名（６名） ９２．５９％ 
ご来客 ３名 
６/１４ＭＵ後の出席率 ９２．８６％ 

 前回例会出席報告  

 前回例会報告 

第１回クラブ協議会 
「ガバナー公式訪問準備」 
RI第2650地区ガバナー補佐 
   
   吉川 裕丈様 

内山 正元 ・林会長、王幹事 一年間ご苦労様でした。 

鎌野 孝和 ・林会長ありがとうございました。 

万殿 慎二 ・林会長、王幹事１年間ご苦労様でした。 

 

瀬田 保二 

・会長、幹事他役員の皆様 

 大変おつかれ様でした。 

吉田  修 ・林会長、王幹事ごくろうさまでした。 

藤井文治郎 ・この一年理事、役員の皆様御苦労様でした。 

児嶋 雄二 ・会長、幹事、一年間ご苦労様でした。 

 

德田 正彦 

・現年度の林会長始め役員様、 

 御苦労様でした。 

井上 正佳 ・次年度ＳＡＡよろしくお願いいたします。 

 

森  正廣 

・食あたり、腹痛でのたうち廻りました。 

 熱も３８度まで上がりました。 

 

太田 勝彦 

・プロゴルファー片山選手のペナルティが

 甘すぎます。 

王   杲 ・一年間お世話になりました。 

 

出射 靖生 

・会長始め、理事・役員の皆様 

 1年間御苦労様でした。 

 

稲掛 英男 

・林会長、王幹事、その他理事役員の皆様 

 １年間ありがとうございました。 

万殿 慎二 ・年度末会員親睦会楽しみすぎました。 

井上 正佳 ・ようこそガバナー補佐吉川様。 

 

万殿 慎二 

・吉川ガバナー補佐、本日はよろしく 

 お願いいたします。 

末永  寛 ・林会長、王幹事一年間ご苦労様でした。 

田中  守 ・会長、幹事ありがとうございました。 

 

 

出射 靖生 

・ニコニコ箱を始め財団、米山、ポリオ

 プラス１００％達成できました。皆様

 ありがとうございました。 

稲掛 英男 ・児嶋さんハネムーン症候群おだいじに。 

 

 創立29周年記念例会  
 

日 時： ７月２１日（土） １８：００ 

場 所：  京都センチュリーホテル 

台湾三重中央ＲＣ ウェルカムパーティー  
 

日 時： ７月２０日（金） １８：００ 

場 所：  祇園「大季」 
      花見小路通末吉町西入北側 豆六小路奥 

来日について ７月２０日（金）～23日（月） 

メンバー 

Lucky （会長）さんご夫婦、Lowson （会長ｴﾚｸﾄ）

さんご夫婦、Bridge さん、Light さん、王さん 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週スピーチ 

7/6 
京都東 

「ガバナー公式訪問所感」 
（京都東山ＲＣ・京都洛東ＲＣと合同） 

RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

（金） 京都伏見 ～会長・幹事就任挨拶～ 
人見 康裕会長、永井  剛幹事 

 京都洛西 「就任挨拶」     2018-19年度 会長・幹事 

 京都紫竹 「就任挨拶」会長、副会長、幹事、会計、ＳＡＡ 

 京都乙訓 「就任挨拶」        会長 小川 修司会員 
幹事  小倉 一明会員 

7/9 
京都西 

「関西ＳＤＧｓ貢献チャレンジ」 
経済産業省 近畿経済産業局 通商部  

国際化調整企画官   内海 美保様 

（月） 京都紫野 「就任挨拶Ⅱ」            副会長、理事 

 
京都中 

「新年度を迎えてⅡ」 
      会長エレクト 蜂屋 光裕様 
    副会長 八木  透様、理事各位 

 京都平安 次回の例会は７月２３日（月）の開催予定
になります。 

7/10 京都東山 →６日（金）へ例会日時・臨時変更- 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 京都西南 新入会員スピーチ「木を使うことで地球 
温暖化を救おう！」 浅岡 秀哉様 

 京都洛中 「ガバナー公式訪問所感」 
RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

 京都洛南 「理事・役員 就任挨拶」山仲 修矢様、
平田 隆様、市村 寿朗様、西川 昌樹様 

7/11 京都 「ガバナー公式訪問所感」 
RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 

「第１回クラブアッセンブリー」 

 京都北東 「就任挨拶」              理事・役員 

 京都嵯峨野 「バチカン教皇庁表敬訪問を終えて」 

会長 藤田 浩哉様 

 
京都朱雀 

クラブ・デー「就任挨拶」 会長エレクト  村上

洋一郎様、幹事 木村 雄太郎様、 

S. A. A 舩橋 恵子様 

7/12 京都南 「ガバナー公式訪問所感」 
RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

（木） 
京都北 「京都府の地域創生」 京都府政策企画部  

戦略企画課長 宇佐美智康様 

 京都洛北 クラブデー 

 
京都洛東 

例会日変更、7/6（金） 

「ガバナー公式訪問所感」 

(京都東RC、京都東山RC、京都洛東RC合同) 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 第２回クラブ協議会 「理事・役員 就任挨拶」 

 
京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 

「本年度活動方針」 

クラブ管理運営委員長   萩原  暢子様 

奉仕プロジェクト委員長 伊東 一壽様 

 京都さくら 「各委員会活動予定」    各委員会委員長 

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  末永  寛 

広報   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 

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    

 京都センチュリーホテル 

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/ 


