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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・９月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ８月２８日（火） 京都西南ＲＣと合同「ガバナー公式訪問」 

  ＊ジャケット、ネクタイ着用 

  ８月３０日（木） 例会日変更 →２８日（火） 

  ９月 ２日（日） 嵐峽の清流を守る会「河川清掃活動」 

 10：00～11：00 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

  ９月 ６日（木）  夜間例会 

  ９月 ９日（日） 創立３０周年実行委員会 18：30～ 場所未定 

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２５日（土） ＩＭ第３組 京都ホテルオークラ 

 会長会議 11：30～ 

 受付12：30、開会13：30、懇親会17：30～ 

  ８月２６日（日）2017-18年度青少年交換派遣学生 

 帰国報告会 クサツエストピアホテル 

 12：30～16：00 

  ９月 ２日（日）ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） 

 第2650地区RLIﾊﾟｰﾄⅡ研修会 

 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１３６５回例会  ２０１８年８月２３日（木）   Vol.２９-７ 

１．８月１８日（土）第１回社会奉仕委員長会議が開催

 され、上原社会奉仕委員長が出席されました。 

２．８月２５日（土）京都ホテルオークラにおいて、

 ＩＭが開催されます。ご参加よろしくお願い致し

 ます。 

３．８月２６日（日）クサツエストピアホテルにおいて

 2017-18年度青少年交換派遣学生帰国報告会が開催

 されます。山本龍一郎君と山本会員が出席されま

 す。 

４．次週の例会は京都西南ＲＣとの合同ガバナー公式

 訪問のため、２８日（火）に開催します。 

 ジャケット、ネクタイの着用をお願い致します。 

開会点鐘    12：30                               

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」 

今日の歌 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

   「インターアクトの歌」 

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 

 クラブ・デー  第２回クラブ討論会 

 「インターアクト夏期研修報告」  

 洛西高等学校インターアクトクラブ 

  山下 美有さん、松山 華子さん 

  一島 秀汰君、 山口かほり先生 

 閉会点鐘    13:30   

 プログラム 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆ロータリーダイニング2018年版募集締切りについて 
先日、お配り致しました「ロータリーダイニング
2018年版発刊のご案内とご出稿のお願い」において、
募集締切を2018年8月中旬頃となっておりましたが
2018年9月10日（月）に延長されました。ロータリーダ
イニング2018年版申し込は、当地区のHP内に専用の
ページ内、掲載お申し込みフォームよりお申し込み
下さい。メールや郵送でも受け付けております。 

 
◆例会臨時変更・休会のお知らせ 
８月２８日（火）京都洛中ＲＣ 
８月２９日（水）京都ＲＣ、京都西北ＲＣ 
８月３０日（木）京都洛東ＲＣ、京都モーニングＲＣ 
 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
８月２９日（水）京都北東ＲＣ 
８月３１日（金）京都東ＲＣ、京都洛西ＲＣ 
 以上、ビジター受付はありません。 

 今日の歌   

「インターアクトの歌」 
作詞・作曲 藤山一郎（東京西RC） 

 

ここに集いしわれらは 

誇りも高しインターアクト 

地域社会に奉仕の理想 

示せいまこそそのまこと 

ほほえみをもて 

さしのべよ手を 

世界を結ぼう 

インターアクトわれら 

 委員会報告 

2018－19年度第１回社会奉仕委員長会議の報告 
 

日時：２０１８年８月１８日(土) 13時30分～16時30分 

場所：リーガロイヤルホテル京都 

出席：上原従正 

内容：中川基成ガバナーの開会点鐘・挨拶で開会し、 

  その中で青少年や国際奉仕などとの共同で多岐に

 わたる事業を展開し、地域社会に貢献し環境問題に

 配慮した奉仕活動を推進してもらいたいとのアドレ

 スをされた。 

講演は京都市まちづくりアドバイサーの亀村佳都

氏が『市民参加のまちつくり「深草トレイル」が

できるまで』と題して、伏見区稲荷・深草エリア

の各市民団体、学校、行政などで推進団体を組織

して清掃活動から取り組み、稲荷山と大岩山の里

山にトレイルコースの整備や保全活動の協力体制

などについて話された。奉仕事業報告は５クラブ

より各々特色ある奉仕活動が発表された。 

会員誕生日お祝い   

  ９日 菱田匡樹会員 １４日 末永 寛会員   

 １７日  田中 守会員 １７日 上原従正会員 

 ２６日 中川俊夫会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 万殿慎二会員夫人 美栄子様 

   ２１日 安田 勝会員夫人 多津枝様 

  

創業記念日お祝い 

  １日 内田勝彦会員 総合ﾚﾝﾀﾙ㈱ﾚﾝﾄｵｰﾙ京都 
 

８月おめでとうございます 



【 】 小計 8,000円   今年度累計 44,000円 
目標額 400,000円 達成率 11％ 

【 】  小計 1,000円  今年度累計  10,000円 
目標額 62,000円 達成率 16％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 

 次回のスピーチ 8/２８（火） 

  

 京都西南ＲＣと合同 「ガバナー公式訪問所感」 
 ＲＩ第2650地区ガバナー 中川 基成様  
 

３０日（木）の例会はございません  

８月９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 
７/２６ＭＵ後の出席率 ８８．８９％ 

 前回例会出席報告  

 前回例会報告 

-新入会員スピーチ- 
織田 鉄也会員 

 

内田 勝彦 

・末永さん、地区財団会議長時間のご出席

 おつかれ様でした。 

万殿 慎二 ・内田会長のスピーチ楽しみです。 

藤井文治郎 ・織田会員のスピーチ楽しみです。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 130,000円 
目標額 613,800円 達成率 21％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・８/２３インターアクト夏期研修報告 

 楽しみにしています。 

織田 鉄也、吉田  修 

【 】 小計 21,000円 今年度累計 228,000円 
目標額 744,000円 達成率 31％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 

・織田さんの自己紹介楽しみにしてい

 ます。 

王   杲 ・織田会員のスピーチ楽しみです。 

 

谷口 泰義 

・ほろにが会、西クラブの若い人達と同席

 にぎやかでした。 

BOXへ     太田 勝彦、稲掛 英男、吉田  修 

井上 正佳、鎌野 孝和、田中  守 

出射 靖生、千田  適 

 

万殿 慎二 

・林さん、先日はたいへんお世話になりま

 した。 

【ニコニコ箱】 小計 18,000円 今年度累計 203,000円 
目標額 1,300,000円 達成率16％ 

内田 勝彦 ・暑さが少しゆるみましたね。 

稲掛 英男 ・織田会員のスピーチ楽しみに。 

 

菱田 匡樹 

・織田会員のスピーチ楽しみにしており

 ます。 

万殿 慎二 ・織田会員のスピーチ楽しみです。 

林  良訓 ・織田さんのスピーチ楽しみに。 

井上 正佳 ・織田さんスピーチ楽しみです。 

田中  守 ・織田会員のスピーチ楽しみです。 

髙橋 英明 ・織田さんのスピーチ楽しみにしてます。 

太田 勝彦 ・織田さんのスピーチたのしみに。 

出射 靖生 ・織田会員のスピーチ楽しみに。 

 

 

吉田  修 

・林さん、先日はおじゃまをいたし 

 そのうえ、大変なおもてなしをいただき

 ありがとうござしました。 

瀬田 保二 ・少しすずしく成りました。 

中川 俊夫 ・日本アマチュアボクシングはどうなるか？ 

BOXへ         鎌野 孝和、千田  適 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、稲掛 英男 

織田 鉄也 

 

吉田  修 

・大学時代のかけがえのない友人を亡く

 しました。合唱 ８/１１埼玉に参ります。 

内山 正元 ・織田さん、緊張しないでお話し下さい。 

安田  勝 ・今年もお盆を迎えます。 

 

万殿 慎二 

・吉田さん、先日はありがとうございま

 した。 

 

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、鎌野、万殿、森、末永 
    谷口、德田、内田、内山、王 
    吉田 

王   杲 ・ほろにが会楽しかった。 

 

中川 俊夫 

・徳田さん交通事故にはくれぐれも気を

 付けてください。 

林  良訓 ・早退おわび。 

 

井上 正佳 

・まだ３０℃越えているのに涼しく感じ

 ますネ！！ 

 

出射 靖生 

・少し気温は下ったもののやはり暑いで

 すね。 

BOXへ 鎌野 孝和 

「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ 
登録について」  
内田 勝彦会長 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週スピーチ 

8/24 京都東 「「有職御人形司十二世伊東久重の世界」展」  
会員 伊東 久重様 

（金） 京都伏見 「ガバナー公式訪問所感」  
RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

 京都洛西 「国際大会報告」 
京都洛西ＲＡＣ会員 森山 蓮花様 

 京都紫竹 「感性シリーズ① 男性のコスチュームの着こなし
方」 パーソナルコーディネーター井手尾裕介様 

 京都乙訓 「吉永安正 久米島を唄う」野村流古典音楽協会 
師範 琉球民謡協会最高師範 吉永 安正様 

8/27 
京都西 

「先を見据えた会員増強」 
RI第2650地区会員増強･拡大副委員長  

水口RC会員 中嶋 慶喜様 

（月） 京都紫野 「一打入魂の我が野球人生」  
元阪神タイガース選手 八木 裕様  

 京都中 「ラオスとの出会いに感謝」  CocoLao project  
プロジェクトリーダー渡 起代子さん 

 京都平安 次回の例会は９月３日（月）の開催予定になります。 

8/28 

京都東山 

インターアクトクラブ夏期研修報告 

東山中学・高等学校IAC 顧問 島田悠太様 

  石見 拓様、田中 孝輝様、三嶋 慶斗様 

（火） 京都西南 「ガバナー公式訪問所感」（京都桂川RCと合同） 
RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

 京都洛中 納涼同伴親睦会のため、例会時間場所臨時変
更。＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛南 「未定」 
トランペット奏者 藤井 美智様 

8/29 京都 「夜間例会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（水） 京都西北 「京都洛西ＲＣとの合同例会」 
→３１日(金) 18:00～に変更 

 京都北東 「夜間例会」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「青少年奉仕事業 秋の実りの収穫祭に  
ついて」    奉仕プロジェクト委員会   

 京都朱雀 「茶室建築について」㈱山中工務店  
住宅事業部長  稲井田 将行様 

8/30 京都南 -新会員スピーチ-     松本忠明会員 
田中久喜会員、池田正治会員 

（木） 
京都北 

～創立６１周年記念例会～｢創立記念例会
に因んで｣     会員 池田 佳隆様 

五十川 繁様、小野内 悦二郎様 

 
京都洛北 

「会員増強について」  
地区会員増強・拡大委員会副委員長  

長浜ＲＣ会員   馬場 鋭州様 

 京都洛東 「夜間例会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 「休会」 
＊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 「ロータリー青少年保護とは」 
青少年奉仕委員長 依田 純三様 

 
京都さくら 

「地ビールの魅力～ビールは人を笑顔にす
る飲みもの～」ウッドミルブルワリー・ 
京都 代表／醸造責任者  辻本 大和様 

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/ 


