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「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１２日（木） 創立３０周年実行委員会 例会終了後、事務局 

 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 

 ８月 ２日（木） ８月度理事役員会 

会長テーマ 
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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 

◆地区行事 

 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 

 7月１５日（日） 職業奉仕担当者研修会 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 13：00～16：30 

 ７月２１日（土） 京都北東ＲＣ創立30周年記念式典・祝賀 

 14：00受付 15：00～ 

 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 

 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１３６０回例会  ２０１８年７月１２日（木）   Vol.２８-２ 

１．７月の理事役員会において、織田鉄也会員は親睦

 委員会に配属されることになりました。 

２．７月１５日（日）メルパルク京都において職業

 奉仕担当者研修会が開催され、谷口会員が出席さ

 れます。 

３．７月１５日（日）国際交流会館において、イン

 ターアクト夏期研修結団式ならびに事前研修会が

 開催されます。洛西高校から夏期研修に参加される

 ３名と山口先生、菱田会員が出席されます。 

４．７月１９日（木）の例会は創立２９周年記念例会

 開催のため、２１日（土）に例会を変更いたします。 

５．７月２０日（金）祇園「大季」において台湾三重

 中央ＲＣウェルカムパーティーを行います。 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング「我等の生業」 

今日の歌「琵琶湖周航の歌」 

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 

「就任の挨拶」 

   会計、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 

閉会点鐘    13:30   

 プログラム 

 幹事報告 

 理事役員会 

 お知らせ 

◆例会臨時変更・休会のお知らせ 
７月１８日（水）京都北東ＲＣ 
７月２０日（金）京都伏見ＲＣ 
７月３１日（火）京都東山ＲＣ 
 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
７月１７日（火）京都洛南ＲＣ 
７月１８日（水）京都西北ＲＣ 
７月１９日（木）京都北ＲＣ、京都さくらＲＣ 
 以上、ビジター受付はありません。 

 今日の歌   「琵琶湖周航の歌」 

小口 太郎作詞 吉田 千秋作曲 

われは湖
うみ

の子  さすらいの 

旅にしあれば  しみじみと 

のぼる狭霧
さ ぎ り

や さざなみの 

志賀の都よ いざさらば 

 

青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から最後の 

マンスリーレポートが届きましたのでご紹介します。 

龍一郎君は７月８日に帰国されました。   

★健康健康状態は： 前半はとても元気でしたがヨーロッパ
 ツアーのあとに疲れたからか、風邪をひきました。その後
 無理をして色々なイベントに参加していたのでぶり返してし
 まい今も喉が痛く咳が止まらない状況です。 
 安静にしときたいのはありますが帰国まで残り僅かなので
 無理をしてでも楽しみたいと思います。 
 

★スピーチはしましたか： 今月の最後の週が例会の最後
 だったので感謝の言葉や報告など10分ほどパワーポイント
 を使いながらスピーチをしました。 
 

★毎日の活動は（学校 等で）： 今月はヨーロッパツアーに
 行っていたり学校がテストだったりとほとんど学校がありま
 せんでした。その分ロータリーの方々の手伝いをしたり
 イベントに参加したりしていました。 
 

★観光や訪問に行きましたか：  今月はヨーロッパツアーで
 ドイツ、ポーランド、オーストリア、イタリア、フランスに行き
 ました。どこもとてもきれいで最初2週間はしんどいだろうと
 思っていたのですがあっという間に過ぎていき本当に楽し
 かったです。 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか：  今月は何もなかった
 です。 
 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか： 26日に例会
 に行ったのと23日に名前はよくわからないですがロータリー
 が主催のイベントに手伝いを含め参加しました。ケーキや
 飲み物を配ったりポテトフライを作ったりしました。 
 

★現地の言葉で会話していますか ： 友達と会話するときは
 オランダ語でしゃべってみたりしますがなかなか発音ができ
 ません。なので聞き取りはオランダ語で話すのは英語って
 感じでしゃべってます。 
 

★現在の全体的な状況は：  帰国日が迫っているので荷物を
 まとめています。 
 

★なにか希望・要望はありますか：  ありません。 

日 時 2018 年７月５日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 
出席者 内田、万殿、髙橋、林、太田、田中、井上、
 吉田、上原、山本、児嶋、末永の各会員 
議 事 
１．上半期会費納入状況について 
２．創立２９周年記念例会について 7/21（土） 
３．台湾三重中央扶輪社来日について 
４．「秋の家族会」について 
５．第１回ｸﾗﾌ゙ 討論会について（ｸﾗﾌ゙ 管理・運営）7/26（木） 
６．京都市内２４ＲＣ連絡協議会 
７．第２回クラブ討論会（青少年） 8/23（木） 
８．第１回炉辺会合について 
９．夜間例会開催について 
10．「ロータリー希望の風奨学金」について   
11．奉仕活動について 
12．会員増強について 
13．休会会員について 
14．織田鉄也会員委員会配属について 
15．その他 



【 】 小計 15,000円   今年度累計 15,000円 
目標額 400,000円 達成率 4％ 

【 】  小計 2,000円  今年度累計  2,000円 
目標額 62,000円 達成率 3％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 55,000円 今年度累計 55,000円 
目標額 744,000円 達成率 7％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 

・賛西会会長幹事の皆様 連日おつかれ

 の中、ありがとうございます。 

末永  寛 ・各ＲＣの会長・幹事様、ようこそ。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

織田 鉄也、上山 泰弘、吉田  修 

児嶋 雄二 

BOXへ 

 

内田 勝彦 

・織田さん、ようこそ京都桂川ロータリー

 クラブへ！よろしくお願いします。 

 

万殿 慎二 

・織田さんようこそ京都桂川ロータリー

 クラブへ。 

德田 正彦 ・８２才になります。 

 

井上 正佳 

・賛西会の皆様 ようこそおこし下さい

 ました。 

【 】 小計 48,000円 今年度累計 48,000円 
目標額 613,800円 達成率 8％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 51,000円 今年度累計 51,000円 
目標額 1,300,000円 達成率4％ 

 

内田 勝彦 

・いよいよスタートとなりました。 

 皆様よろしくお願い致します。 

太田 勝彦 ・幹事として頑張ります。 

井上 正佳 ・今年度一年、よろしくお願いいたします。 

 

王   杲 

・内田会長、太田幹事、井上ＳＡＡ 

 一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

菱田 匡樹 ・新年度宜しくお願い致します。 

藤井文治郎 ・内田丸の門出を祝って。 

稲掛 英男 ・内田丸の出航を祝して。 

瀬田 保二 ・内田丸の船出を祝って。 

 次回のスピーチ 7/21（土） 

「創立２９周年記念例会」 
 京都センチュリーホテル  
 １７：３０受付 １８：００～ 

＊１９日（木）の例会はありません。 

７月５日（木）例会 
会員数 ３１名（内出席免除１０名）  
出席者 ２４名（７名） ８５．７１％ 
ご来客 １２名（表敬訪問） 
６/２１ＭＵ後の出席率 ７１．４３％ 

 前回例会出席報告  

 前回例会報告 

「就任の挨拶」 

鎌野 孝和 ・内田丸の出発を祝して。 

上原 従正 ・内田丸の船出を祝して。 

谷口 泰義 ・内田丸出航がんばって下さい。 

安田  勝 ・内田執行部の門出を祝って。 

德田 正彦 ・新年度新会長始め役員の皆様よろしく 

 

髙橋 英明 

・内田会長、太田幹事 

 １年間お世話になります。 

児嶋 雄二 ・内田会長、幹事がんばって。 

 

万殿 慎二 

・内田会長、太田幹事１年間どうぞ

 よろしくお願いいたします。 

 

田中  守 

・内田会長、太田幹事１年間お世話に

 なります。 

 

山本 拓生 

・織田さん今日からよろしくお願い

 します。仲良くして下さい。 

 

万殿 慎二 

・会員の皆様 本年度もよろしくお願い

 いたします。 

井上 正佳 ・大雨、猛暑、ご自愛下さい。 

 

内山 正元 

・ワールドカップ、ジャパン代表の活躍に

 感激！ 

末永  寛 ・内田会長、太田幹事１年間お世話様です。 

 

織田 鉄也 

・今日から入会させていただきます。 

 よろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・賛西会の皆様 

 表敬訪問ごくろうさまです。 

BOXへ 上山 泰弘 

内山 正元 ・内田さん、太田さんの門出を祝って。 

吉田  修 ・新しい年度のスタートにあたって。 

BOXへ 児嶋 雄二、稲掛 英男、織田 鉄也 

鎌野 孝和、田中  守、上山 泰弘 

 

内田 勝彦 
・本年度の夏期研修会３名の参加となり

 ます。 

万殿 慎二、織田 鉄也、吉田  修 

鎌野 孝和、児嶋 雄二 

BOXへ         万殿 慎二 

内田 勝彦 ・ポリオ撲滅まであとわずかですね。 

1年間よろしく 
お願いします。 

 

内田会長 

 

万殿副会長 

 

髙橋会長ｴﾚｸﾄ 

 

太田幹事 

 

井上ＳＡＡ 

2017-18年度ＭＵ後100％ 
出席者表彰 
林会員、王会員、万殿会員 

織田鉄也君の入会式 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週スピーチ 

7/13 京都東 「新年度にあたって」 
会長・副会長・幹事・会計・S.A.A. 

（金） 京都伏見 ～理事・役員就任挨拶～ 
2018-2019年度理事・役員 

 京都洛西 「就任挨拶」      2018-19年度 理事・役員 

 
京都紫竹 

「第1回クラブ協議会・３クラブ合同ガバナー公
式訪問にむけて」（ガバナー補佐 小森一宏様
をお迎えしての例会）14：30終了予定 

 京都乙訓 「クラブ協議会」～年次活動方針１～ 
各委員会委員長 

7/16 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 「祝日休会」 

7/17 
京都東山 

「就任挨拶②」ﾛｰﾀﾘｰ情報   稲本 初弥様 
奉仕プロジェクト 今村 晋平様 

会員増強 村田 好謙様 

（火） 京都西南 新入会員スピーチ「私のホテル遍歴」 
櫻井 幹員様 

 京都洛中 「就任挨拶」 
各担当理事 

 京都洛南 「休会」 
＊ビジター受付はありません。 

7/18 京都 「今年度の活動方針」石田宏次様、角田 
潤哉様、宮井宏明様、太田裕久様、安道大介様 

（水） 京都西北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「創立30周年記念例会及び祝宴」の為、 

7/21(土) 15:00～に変更 

 京都嵯峨野 ～合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問～「ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問所感」 

RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

 京都朱雀 「短期と長期の交換学生について」 

会員  藤田 祝子様 

7/19 京都南 「就任挨拶」          各担当理事 

（木） 
京都北 

～京都紫野RC・京都紫竹RCとの合同ガバ

ナー公式訪問例会の為、例会日変更～ 

＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「狂言のかお」  能楽師大蔵流狂言方 茂山   

忠三郎家、五世当主   茂山忠三郎様 

 京都洛東 「就任挨拶」        副会長、幹事、 

クラブ奉仕委員長、職業奉仕委員長 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

「働く世代のがんと就労」医療法人同仁会 

（社団）同仁会本部 業務推進室 係長  

前田 留理様 

 
京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 

「本年度活動方針」 

山内 克己様、 梶野 興三様 

中野  種樹様、依田 純三様 

 京都さくら 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

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 

副幹事   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    

 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/ 


