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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 

 
８月の行事予定ブ 

◆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） 

  ９月 ６日（木）  夜間例会 

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 

 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  

 立命館大学 朱雀キャンパス 13：00～17：00 

 ８月 ７日（火） ロータリーほろにが会 

 レストラン菊水 18：00～ 

 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～ 

 ８月１１日（土） クラブ米山奨学委員長会議 

 メルパルク京都 14：00～16：00 

 京都センチュリーホテル全館停電期間中 （９月１日～１０月 

 １３日）はホテル地下駐車場も利用できません。 

 お近くのパーキングのご利用をお願い致します。 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３６３回例会  ２０１８年８月２日（木）   Vol.２９-５ 

１．７月２８日（土）会員増強・公共イメージ向上

 セミナーが行われ、万殿会員、王会員が出席され

 ました。 

２．本日例会終了後、８月度理事役員会を開催しま

 す。 

３．８月２日～４日まで、インターアクト夏期研修が

 気仙沼市において行われています。洛西高校IAC 

 から３名参加しておられます。２３日の例会において

 参加報告をしていただきます。 

４．８月４日（土）立命館大学朱雀キャンパスにおいて

 地区ロータリー財団セミナーが開催されます。 

 内田会長と末永Ｒ財団委員長が出席されます。 

５．次週例会終了後、事務局において創立30周年実行

 委員会が開催されます。 

６．８月１６日（木）の例会は休会です。 

７月会員誕生日お祝い 
織田会員、德田会員と内田
会長 

おめでとうございます。 

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 

スピーチ    13：00 

  「青少年交換学生帰国報告」  

  2017-18年度青少年交換学生 山本 龍一郎君  

閉会点鐘    13:30   

 プログラム 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆例会臨時変更・休会のお知らせ 
８月 ７日（火）京都東山ＲＣ 
８月２０日（月）京都中ＲＣ 
８月２３日（木）京都南ＲＣ 
８月２９日（水）京都西北ＲＣ 
８月３０日（木）京都洛東ＲＣ 
 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
８月１０日（金）京都紫竹ＲＣ 
８月１３日（月）京都西ＲＣ、京都紫野ＲＣ 
   京都中ＲＣ 
８月１４日（火）京都西南ＲＣ 
８月１５日（水）京都西北ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
８月１６日（木）京都南ＲＣ、京都北ＲＣ 
   京都洛東ＲＣ、京都モーニングＲＣ 
   京都イブニングＲＣ 
８月１７日（金）京都洛西ＲＣ、京都乙訓ＲＣ 
８月２０日（月）京都紫野ＲＣ 
 以上、ビジター受付はありません。 

2018-19年度 炉辺会合 
 

 今年度は炉辺会合を「会員増強の核」と位置づけ、 

下記のとおりの班構成を一年間継続します。氏名の左横

に番号をつけていますのはリーダーを示していますので

①のリーダーは本年度９月までに第１回炉辺会合を開催

していただき、終了後には事務局へご報告をお願いしま

す。 

 

 

       

 クラブ管理運営委員長 内山 正元 

1 
   松尾、  藤井、   児嶋、④出射、   近藤、 

 ③上山、②太田、 ①山本 

2 
   安田、  鎌野、   田中、  稲掛、 ④内山、 

 ③井上、②万殿、 ①菱田 

3 
   谷口、 上原、   末永、④森、   ③林、 

 ②髙橋、①王、     山田 

4 
   德田、  瀬田、 ③吉田、②千田、 ①中川 

   内田、④織田、   大森 

 炉辺会合のご案内 

 委員会報告 

台湾三重中央ＲＣ来日 
 

 関西国際空港へは、児嶋会員がご用意くださいました

マイクロバスで、内田会長・王君・林が迎えに行き 

ました。国際線の関係で食事は済まされていますので、

ラッキー会長・ローソン会長エレクト夫婦とピクチャー

元会長、ブリッジ会員、そして王さんをお連れして 

松尾さん宅にお見舞いに向かいました。松尾さん宅で

は、御嬢さんお孫さんの手厚い接待を受け、松尾さん

の３０周年には台湾に行きたいと言う意思にメンバー

一同反対に元気をもらいました。 

 その後ホテルに戻り、休憩後ウェルカムパーティーへ

となりました。台湾のメンバーと桂川の会員合わせて

１８名の和やかな会食があり、両会長の感謝の言葉で

これからのますますの交流を誓い合いました。 

 ２２日にはミホミュージアムに見学の後、マリーナ

雄琴にてバーベキューにて食事の後、モーターボード

でクルージング皆操船することが、大好きの様で楽し

い時間を過ごすことが出来ました。 
 

   国際奉仕副委員長  

      林  良訓 

 

R財団表彰 

山本会員、万殿会員と会長 

 

米山功労者表彰 

瀬田会員、田中会員と会長 



【 】 小計 6,000円   今年度累計 29,000円 
目標額 400,000円 達成率 7％ 

【 】  小計   0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 

 次回のスピーチ 8/９（木） 

 -新入会員スピーチ- 

 織田 鉄也会員 
 「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ登録について」  
    
 内田 勝彦会長 

７月２６日（木）例会 
会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 ２２名（５名） ８１．４８％ 
ご来客 ０名 
７/１２ＭＵ後の出席率 ９０．０％ 

 前回例会出席報告  

 前回例会報告 

クラブ・デー 
第１回クラブ討論会（クラブ管理・運営） 

 

 

 

内田 勝彦 

・台湾三重中央ロータリークラブ来日に際

 して、お出迎えからウェルカム、翌日も

 おつきあいいただいた皆様ありがとう

 ございました。 

 

 

吉田  修 

・先日の記念例会に際し、台湾の皆様の接待

 にあたっていただいた皆様ごくろうさま

 でした。 

 

万殿 慎二 

・内田会長、林さん、王さん、琵琶湖では

 お世話になりました。 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 102,000円 
目標額 613,800円 達成率 17％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

山本 拓生 ・毎日暑くて嫌になります。 

森  正廣 ・暑い夏は楽しいネ！ 

上原 従正 ・暑中お見舞。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、井上 正佳 

内田 勝彦 ・８月２日 夏期研修会の無事を祈って。 

吉田  修 

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。 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 186,000円 

目標額 744,000円 達成率 25％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 

・国際奉仕委員会 児嶋さん、林さん、

 王さんおつかれ様でした。 

 

万殿 慎二 

・髙橋さん、山本さん先日は楽しい時間を

 ありがとうございます。 

王   杲 ・暑すぎます！ 

BOXへ     吉田  修、稲掛 英男、田中  守 

井上 正佳 

 

菱田 匡樹 
・インターアクト夏期研修結団式参加して

 きました。 

安田  勝 ・８/９自己紹介します、よろしくお願い

 します。 

織田 鉄也 ・本日もよろしくお願いします。 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円 今年度累計 130,000円 
目標額 1,300,000円 達成率10％ 

 

内田 勝彦 

・創立２９周年記念例会おつかれ様で

 した。 

 

吉田  修 

・先日の記念例会ではお互いにお疲れ様

 でした。 

 

安田  勝 

・担当の皆様、記念例会お世話になり

 ました。 

井上 正佳 ・２９周年お疲れ様でした。 

 

森  正廣 

・祇園祭宵山は後祭りがしっぽりして

 面白い。 

 

織田 鉄也 

・今日は初受付です。少しずつ勉強して

 いきます。よろしくお願いします。 

 

谷口 泰義 

・夜暑くてクーラーをかけても途中止め

 たりで寝られない。 

内山 正元 ・じっとがまんするしかない、暑いです。 

BOXへ 髙橋 英明、田中  守、稲掛 英男 

 

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 
 
参加予定者： 藤井、万殿、谷口、内田、王 
    吉田 
 
多数のご参加お願いいたします。 

 

吉田ｸﾗﾌ゙ 管理 

運営委員長 

 

上山親睦 

委員長 

 

稲掛ニコニコ 

委員長 

 

瀬田出席 

委員長 

 

内山炉辺 

川ｸﾗﾌ゙ 委員長 

太田 勝彦 ・今日も暑いです。 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週スピーチ 

8/3 京都東 「京のブランド産品『京山科なす糠床漬』を味わう」 
会員 北尾 康幸様 

（金） 京都伏見 ～ガバナー公式訪問前クラブアッセンブリー～ 

 京都洛西 「左大文字保存会の精霊送り」 
左大文字保存会 会長 岡本 芳雄様 

 京都紫竹 「新入会員スピーチ」     西田 妙子会員 
「第２回ｸﾗﾌﾞ協議会 会員増強・拡大月間について」 

 
京都乙訓 

京都イブニングＲＣと合同例会 
「ガバナー公式訪問所感」 

RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

8/6 京都西 「貧困削減と道直し」   京都大学大学院 
工学研究科教授 木村  亮様 

（月） 京都紫野 「会員スピーチ」        野村 純一郎会員 
福田 幸治会員、井早 朗会員 

 京都中 「ＲＹＬＡ報告」 
2017-18年度 ＲＹＬＡ受講生 竹添 万夏様 

 京都平安 「自分スタイル」 
京都平安ＲＣ会員 小島 裕史様 

8/7 京都東山 「例会日時・場所臨時変更→5日（日）」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 京都西南 クラブデー 

 京都洛中 「未定」 

 京都洛南 「ジャズの歴史 ～これからの日本人が目
指すべき道～」  音楽家 富岡 毅志様 

8/8 京都 「次代を担う子どもたちが希望の持てる『新
たな京都』へ」 京都府知事 西脇  隆俊様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 

「クラブ管理運営部門第１回クラブフォーラム」 

 
京都北東 

「最新の京都経済の動向について」 

帝国データーバンク京都支店財務  

アナリスト 齋藤 英則様 

 京都嵯峨野 「納涼例会のため、例会変更」 

＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 クラブ・デー 

8/9 

京都南 

「日本と欧州の文化交流～伝統Moderne
の融合～」JB&B合同会社 代表社員  

フォヴェル ジャンバティスト様 
コスタ ベンジャマン様 

（木） 京都北 ｢財務省セクハラ事件に何を学ぶ？｣ 

京都第一法律事務所 弁護士 大島 麻子様 

 京都洛北 「故川勝邦彦会員追悼例会」 

 京都洛東 「会長へのエール」京都ＲＣ会員 小谷達雄様 

京都紫野ＲＣ会員 渡邉 健次様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ -会員増強部門フォーラム- 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 「我がクラブの課題」   会員 松本 恒司様 

 京都さくら 「第２回クラブアッセンブリー」 

 RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

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  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/ 


