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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・8月の行事予定 

 

◆クラブ内行事    

  ８月 ２日（木） ８月度理事役員会 

  ８月 ９日（木） 創立３０周年実行委員会 

  ８月１６日（木） 休会 

  ８月２８日（火） 京都西南ＲＣと合同「ガバナー公式訪問」 

  ８月３０日（木） 例会日変更 →２８日（火） 

 

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２８日（土） 会員増強・公共イメージセミナー 

 京都商工会議所 13：00～17：00 

 ８月 ２日～４日 「インターアクト夏期研修・気仙沼市」 

 ８月 ４日（日） 地区ロータリー財団セミナー  

 ８月１０日（金） 京都市内２４ＲＣ連絡協議会 

 第１回会長・幹事会 桂川ＲＣホスト 

 京都センチュリーホテル 18：00～ 

 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 出射喜代子 画 



 第１３６１回例会  ２０１８年７月２１日（土）   Vol.２９-３ 

 
開会点鐘    18：00                               

国家「君が代」「三民主義」 

ロータリーソング「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

ご来賓・ご来客の紹介  

会長挨拶  会長 内田 勝彦 

祝辞 京都西南ＲＣ会長  小川 睦美様 

  台湾三重中央ＲＣ会長 黄  連  福様 

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

閉会点鐘    18：30 

祝賀会開会 司会 吉田   修 

  記念演奏 オペラ歌手 福田 美佳様 

    ピアニスト 吉田 雅博様 

  会長挨拶 会長 内田 勝彦 

  会長記念品交換 

  乾杯 直前会長 林   良訓 

  食事歓談 

  閉会挨拶 副会長 万殿 慎二 

   ロータリーソング「手に手つないで」  吉田   修 

祝賀会閉会 

 プログラム 

  

創立２９年記念ご挨拶 
 

京都桂川ロータリークラブ  

会 長   内田 勝彦 
 

 本日は、国際ロータリー第2650地区京都桂川ロータリー

クラブ創立29周年記念式典開催にあたり、親クラブで 

あります京都西南ロータリークラブの小川会長、角幹事、

大変お忙しい中お越しいただきありがとうございます。 

また、姉妹クラブであります台湾三重中央ロータリークラブ

のLucky会長ご夫妻、Lowson会長エレクトご夫妻Bridge

さん、P.P.Lightさん、通訳の王さん、ご遠方より誠にあり

がとうございます。 

 京都西南ロータリークラブの皆様におかれましては、

昨年度無事に創立45周年を終えられ本当にお疲れさま

でした。 

 また、台湾三重中央ロータリークラブの皆様におかれ

ましては、本年11月に創立30周年を迎えられるということ

で誠におめでとうございます。当クラブからもできるだけ

多くの会員でお祝いに駆けつけたいと思います。 

 さて当クラブも来年度、大きな区切りとなる創立30周年

を迎えるにあたり、本年度はその準備期間と位置づけ、

その後の我がクラブの将来を見据え、会員増強や組織

強化を図るとともに、クラブテーマを「ロータリアンになろ

う」とさせていただきました。 

 

  

気が付けば私も入会から25年の年月が過ぎよう

としております。順番とは言え会長という大役

をお引き受けするにあたり、当桂川ロータリー

クラブを29年間育てていただきました諸先輩の

皆様に一歩でも追いつくよう、また今後ご入会

いただく新しい会員とともに、誰もが認める

ロータリアンに少しでも近づけるよう1年間 

努力してまいります。 

本日ご来会の皆様におかれましては、引き続き

ご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

 

 

 
祝 詞 

 

台湾三重中央ロータリークラブ  

会 長   黃 連 福           
 

  内田会長、ＣＰ安田先生、お客様

の皆様、ＰＰの皆様、御夫人の皆様、

こんばんは。 
 

本日、京都桂川ロータリークラブが

創立２９周年にお迎えになり、誠におめでとうございま

す。 姉妹クラブ・台湾三重中央ロータリークラブを代表

して心よりお慶び申し上げます。 
 

貴クラブは、初代安田会長の引率のもとに創立され、 

立派なロータリークラブとして成長してこられました。そし

て、弊クラブとの交流もすでに２９年間の歳月が流れまし

た。歴代会長、会員と夫人の皆様の努力のおかげで、 

両クラブの友好と信頼関係が年を重ねるにつれて深

まってまいりました。これからも、お互いに真心をこめて 

付き合い、より一層親密になることを期待しております。 
 

振り返ってみると、両クラブがロータリーの宗旨と精神に

基づき、共に社会奉仕や国際奉仕に努力してきました。

特に順番に行われた合同例会によって、会員のみなら

ず、ご家族までも親しみ合い、友情の絆がより一層固く

なってまいりました。 また、ＷＣＳ計画の経験を思い出

すと、両クラブがお互いに理解を深め、共にロータリー

事業に大いに寄与したことが、これからの台日連携の 

基盤になるものと確信しております。 
 

 また、この場をお借りして、貴クラブの皆様、特にご家族

様に、１１月３日の弊クラブ創立３０周年の記念例会に 

ご参加いただけるよう、こころからご招待申し上げます。

姉妹クラブの情熱と喜びを現場で実感し、お楽しみにい

ただければ幸甚でございます。 
 

 結びにあたり、貴クラブのますますのご発展と会員の

皆様及びご家族の皆様の御健勝とご活躍を、心から 

お祈り申し上げ、お祝い言葉とさせていただきます 。 



１．７月１２日（木）例会終了後、創立３０周年実行

 委員会が開催されました。 

２．７月１５日（日）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した。 

３．７月１５日（日）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、菱田会員が出席

 されました。参加された洛西高等学校の山下さん

 松山さん、一島君は８月２日～４日まで宮城県

 気仙沼市に行かれます。 

４．昨日、台湾三重中央ＲＣウェルカムパーティーを

 開催しました。１８名の参加でした。 

５．本日、京都北東ＲＣ創立３０周年記念式典・祝宴が

 行われ、万殿副会長と太田幹事が出席されました。 

 幹事報告 

 お知らせ 

 

◆米山記念奨学会寄付 累計４,０００万円達成！ 
 
この度（６/３０）、米山記念奨学会の寄付金累計額
が４,０００ 万円に達しました。 
来年の地区大会（３月３１日開催）で表彰される予定
です。    

 

◆ご来賓のご紹介 

 

京都西南ロータリークラブ 

  会長 小川 睦美 様 

  幹事 角   貴弘  様 
 

台湾三重中央ロータリークラブ 

   会 長  黄 連 福 (Lucky)様 

  ご夫人  黃陳瓊味 様  

   会長エレクト  許 日 貴 （Lowson）様  

    ご夫人  陳 滿 珍様 

   国際奉仕委員長 黃 龍 泉（Bridge）様 

   姉妹ｸﾗﾌﾞ交流委員長 呂 溪 清（Light）様 

        王 綉 雯様 
 

◆ご来客のご紹介 

 

出射会員夫人  喜代子様 

鎌野会員夫人 幸子様 

中川会員夫人 美智子様 

太田会員夫人 昌代様 

千田会員夫人 満紀子様 

田中会員夫人 喜美子様 

内田会員夫人 由美子様 

上原会員夫人 栄子様 

上山会員夫人 美絵様 

山本会員令嬢 咲良様 

安田会員夫人 多津枝様 

吉田会員夫人 末子様 

 

京都桂川ロータリークラブ・クラブソング 

   作詞 安田 勝  作曲 富井 宏 

 
 

流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 



【 】 小計 1,000円   今年度累計 16,000円 
目標額 400,000円 達成率 4％ 

【 】  小計 7,000円  今年度累計  9,000円 
目標額 62,000円 達成率 15％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 末永  寛、井上 正佳、吉田  修 

BOXへ 

 

 

内田 勝彦 

・京都西ＲＣ、会長 舟橋義博様、幹事  

 松井謙二様、本日はありがとうござい

 ます。 

 

出射 靖生 

・新会長を始め理事役員の皆さま一年間 

 よろしく。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 62,000円 
目標額 613,800円 達成率 10％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 24,000円 今年度累計 75,000円 
目標額 1,300,000円 達成率6％ 

 

内田 勝彦 

・大雨被害によりお亡くなりになった

 皆様のご冥福をお祈りいたします。 

 

井上 正佳 

・京都西ＲＣ、舟橋会長、松井幹事 

 ようこそお越し頂きました。 

稲掛 英男、吉田  修 

・京都西ＲＣの会長、幹事様 

 表敬訪問ごくろうさまです。 

 

児嶋 雄二 

・会長、幹事役員の皆さん 

 今年一年よろしく。 

千田  適 ・内田会長頑張って下さい。  次回のスピーチ 7/2６（木） 

クラブ・デー 
第１回クラブ討論会（クラブ管理・運営） 

７月１２日（木）例会 
会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（８名） ８６．６７％ 
ご来客 ４名（表敬訪問） 
６/２８ＭＵ後の出席率 ９２．５９％ 

 前回例会出席報告  

 前回例会報告 

「就任の挨拶」 

 

松尾 義平 

・直前林会長、王幹事、御苦労様でした。 

 内田会長、太田幹事よろしく。 

 

万殿 慎二 

・太田幹事、先日はたいへんありがとう 

 ございました。 

林  良訓 ・会長、幹事ご苦労さまです。 

太田 勝彦 ・早く来てます。 

 

 

森  正廣 

・「陸前高田奇跡の一本松」へ行って来

 ました。復興はやっとショッピングモー

 ルが出来ました。これからです。 

 

出射 靖生 

・西日本大雨災害200名近くの死者を出し

 ました。御見舞申し上げます。 

安田  勝 ・織田さんの入会を歓迎して。 

 

稲掛 英男 

・サラさん、いよいよ最後ですネ。また 

 機会があれば日本にいらして下さい。 

吉田  修 

BOXへ     安田  勝 

出射 靖生 ・ポリオもほぼなくなりましたね。 

1年間よろしく 
お願いします。 

青少年交換学生サラさん 
最後の例会出席 
 
7/14 デンマークに帰国 

 

児嶋国際奉仕 

委員長 

 

吉田クラブ管理 

運営委員長 

 

山本青少年奉仕

委員長 

 

中川職業奉仕 

（奉仕ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ）委員長 

 

上原社会奉仕

委員長 

上原 従正 ・サラさん、さようなら再会を楽しみに。 

 

吉田  修 

・サラさん、いよいよ今日で最後です

 ね、お元気で。 

千田  適 ・今年度もよろしく。 

井上 正佳 ・酷暑、御自愛！！ 

万殿 慎二 ・ほろにが会 たいへん楽しかったです。 

 

林  良訓 

・松尾さんどんどん元気になられました 

 ね。次は台湾ですね。 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 65,000円 

目標額 744,000円 達成率 9％ 1人当たり24,000円以上 

稲掛 英男 ・暑いですネ。 

谷口 泰義 ・雨にも負けず、暑さにも負けず。 

 

林  良訓 

・豪雨被災者の皆様、大変でしょうが

 ガンバッテ下さい。 

 

内田 勝彦 

・先日のほろにが会 

 ありがとうございました。 

山本 拓生 ・サラちゃん１年間ありがとう、元気でね。 

万殿 慎二 ・サラさん、いらっしゃい。 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭのご案内 
 

日 時： ８月２５日（土） 
＜新会員セミナー＞ 
 １０：００～１２：４５ 
＜会長会議＞ 
 １１：３０～ 
＜IM＞ 
 呈茶席  １１：００ 
 受 付  １２：３０  
 開会  １３：３０ 
 懇親会  １７：３０ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：  園部ＲＣ 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週スピーチ 

7/20 京都東 「家族と歌と福島と」 
福島県出身のシンガーソングライターYammyさん 

（金） 京都伏見 ～会員懇親会～ 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛西 京都嵯峨野ＲＣとの合同公式訪問のため、 
水曜日に臨時変更。 

 
京都紫竹 

～3クラブ合同ガバナー公式訪問～ 
「ガバナー公式訪問所感」 

RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

 京都乙訓 「クラブ協議会」～年次活動方針２～  
各委員会委員長 

7/23 京都西 「ガバナー合同公式訪問所感」 
RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

（月） 
京都紫野 

「京都北ＲＣ・京都紫竹ＲＣ・京都紫野ＲＣ合同
ガバナー公式訪問」のため7/20（金）に変更 

＊ビジター受付はありません。 

 京都中 「京焼の歴史と次世代への伝承」 
文齋窯 六代目 当主 小川 文齋様 

 京都平安 「役員 所信表明」           役員一同 

7/24 京都東山 クラブ・デー 「就任挨拶③」 
親睦出席、Ｓ.Ａ.Ａ.、青少年奉仕 

（火） 京都西南 社会奉仕フォーラム(すもう大会準備) 

 京都洛中 「未定」 
同志社大学 法学部教授 阿川 尚之様 

 京都洛南 「理事就任挨拶」 
福田 利生様、小中 達磨様、下世古 晉様 

7/25 京都 ‐新会員スピーチ- 
咄下 泰男様、川本 文雄様 

（水） 京都西北 「雑感」            会員 西村  篤様 

 京都北東 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 ～マナー講座１～「お盆の迎え方」 

会員 藤田 浩哉様 

 京都朱雀 「ロータリー雑感」     会員 青竹 邦男様 

7/26 京都南 「生きてるだけで価値がある」 
歌手 松田 陽子様 

（木） 京都北 「国際大会参加報告」 

 京都洛北 「詩吟・剣舞・扇舞へのいざない」 

神心流尚道館家元  安倍 秀風様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 納涼例会開催の為＜例会日時場所臨時変更＞ 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 「本年度活動方針」 

Ｓ.Ａ.Ａ. 土井 正樹様 

 京都さくら 「第1回はぐるま例会＜会員懇親例会＞」 

＊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/ 


