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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３０日（木） 例会日変更 →２８日（火） 

  ９月 ２日（日） 嵐峡の清流を守る会「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～ いふじ 

  ９月１３日（木） 夜間例会 

  ９月２０日（木） 休会 

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 

  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 

 京都文教学園 9：45～16：20 

  ９月１１日（火）ロータリーほろにが会 

 レストラン菊水 18：00～ 

  ９月１３日（木）京都洛北ＲＣ創立４５周年記念式典・祝賀会 

 京都ホテルオークラ 16：00～ 

  ９月１８日（火）市内24ＲＣ連絡協議会 第1回合同幹事会 

 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１３６６回例会  ２０１８年８月２８日（火）   Vol.２９-８ 

１．８月２５日（土）第３組ＩＭが開催されました。 

２．８月２６日（日）2017-18年度青少年交換派遣学生

 帰国報告会が開催され、山本龍一郎君と山本会員が

 出席されました。 

３．本日は京都西南ＲＣとの合同ガバナー公式訪問

 です。 

４．次週の例会は京都タワーホテルにおいて、夜間例会

 を開催します。 

 プログラム 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
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。 
 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌 「あゝ京都西南ロータリー」 

   「京都桂川ロータリークラブ・クラブソング」 

  会長挨拶   

    ご来賓・ご来客のご紹介  

    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 

 「ガバナー公式訪問所感」 

    RI第2650地区ガバナー  

         中川 基成様 

 閉会点鐘           13:30   

吉川 裕丈 ガバナー補佐 

中西  知 副幹事長 

中川 基成
なかがわ もとなり

ガバナー公式訪問 
 （京都西南RCと合同例会）  

  

中川 基成 
なかがわ もとなり 

ガバナーをお迎えして 

（あすかロータリークラブ） 
 

生年月日 1955年9月30日生 

最終学歴 1980年3月 東京大学法学部 

 卒業 

職 業 株式会社ナカガワ 

  代表取締役社長  

職業分類 建築材料販売  
 

ロータリー歴 

【クラブ関係】 
 1993年9月16日 あすかロータリークラブ入会 
 1995-96年度  理事（青少年委員会委員長） 
 1998-99年度  環境保全委員会委員長 
 2000-01年度  理事（国際奉仕委員会委員長） 
 2004-05年度  親睦活動委員会委員長 
 2006-07年度  幹事 
 2007-08年度  ロータリー情報委員会委員長 
 2009-10年度  規定審議委員会委員長 
 2010-11年度  理事（ロータリー財団委員会委員長） 
 2012-13年度 会長エレクト（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会委員長） 
 2013-14年度 会長 
 2014-15年度 会員増強委員会委員長 
 2016-17年度 地区財団補助金委員会 委員 
 2016-17年度 地区ガバナーノミニー 
  2017-18年度  地区ガバナーエレクト 
 

【その他】 

 ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター 

 ポールハリス・ソサエティ会員 

 米山功労者（第6回マルチプル）、米山功労法人 

 ＩＭの報告 

  

 ８月２５日（土）京都ホテルオークラにおいて、 
 第３組 ＩＭが開催されました。当クラブから藤井、 
 鎌野、万殿、森、末永、谷口、德田、内田、内山、 
 王、吉田の各会員が参加いたしました。 

 例会変更および休会のお知らせ 
 

９月１日からの京都センチュリーホテル全館停電に
ともない期間中例会内容を変更いたします。 
 

「夜間例会」 ９月６日、９月１３日 
   ９月２７日、１０月４日 
  場所：京都タワーホテル 
  時間：１８時半～２０時 
 「理事役員会」 ９月６日、１０月４日 
  場所：京都タワーホテル 
  時間：１７時から 
「休会」９月２０日、１０月１１日 

 

 台湾訪問について 
 

今年度は台湾三重中央ＲＣが創立30周年を迎える 
ことを記念し、合同旅行が企画されました。 
多数のご参加をお願い致します。 
 
日程 ① １１月３日（祝）～４日（日） 
 ② １１月３日（祝）～５日（月） 
  

内容 １１/３… 創立30周年記念例会 
 １１/４… 合同旅行 宜蘭・礁溪 （温泉の有名地）

 １１/５… 〇観光組 五峰旗滝と望龍埤など  
     〇ゴルフ組 合同試合 



【 】 小計 17,000円   今年度累計 61,000円 
目標額 400,000円 達成率 15％ 

【 】  小計 4,000円  今年度累計  14,000円 
目標額 62,000円 達成率 23％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 

 次回のスピーチ ９/６（木） 

  

夜間例会  １８：３０～ 於：京都タワーホテル 
「会員スピーチ」 
              谷口 泰義会員、万殿 慎二会員 

８月２３日（木）例会 
会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（５名） ９６．３％ 
ご来客 ４名 
８/２ＭＵ後の出席率 ９６．４％ 

 前回例会出席報告  

９月は基本的教育と識字率向上月間 

 前回例会報告 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 148,000円 
目標額 613,800円 達成率 24％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・インターアクトの皆様が将来ボランティア

 リーダーとして活躍される事を願って。 

児嶋 雄二 

藤井文治郎 ・インターアクトの皆様をお迎えして。 

 

末永  寛 

・インターアクトの皆様のお話を楽し

 みに。 

中川 俊夫 ・２度目の痔の手術に行って来ました。 

BOXへ     井上 正佳、田中  守、稲掛 英男 

 

林  良訓 

・洛西高校インターアクトクラブの皆様 

 ようこそ 
【ニコニコ箱】 小計 18,000円 今年度累計 221,000円 

目標額 1,300,000円 達成率17％ 

 

 

内田 勝彦 

・洛西高校インターアクトクラブ顧問

 山口先生、山下さん、松山さん、一島君 

 本日はよろしくお願いします。 

 

稲掛 英男 

・インターアクトクラブの皆さん 

 よろしく。 

 

井上 正佳 

・洛西高校の皆さんよろしくお願いいた

 します。 

児嶋 雄二 ・洛西高校の皆さんのスピーチ楽しみに！ 

 

吉田  修 

・２５日（土）のＩＭみんなで行きましょ

 う！！ 

出射 靖生 ・上山先生、先日は御世話になりました。 

 

田中  守 

・谷口さん、井上さん、今日は監査お世話

 になります。 

瀬田 保二 ・王様訪中協力に感謝して。 

 

内山 正元 

・高校野球、秋田県の金足農業高校の活躍

 が素晴らしかった。 

 

千田  適 

・明日、福井に仕事で行きます。行ける

 かな？ 

BOXへ     太田 勝彦、鎌野 孝和、髙橋 英明 

林  良訓 ・台風です、早退おわび。 

内田 勝彦 ・お盆休み、たくさん歩きました。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 241,000円 
目標額 744,000円 達成率 32％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 井上 正佳、万殿 慎二、田中  守 

稲掛 英男、千田  適、鎌野 孝和 

末永  寛、吉田  修 

林  良訓 ・ロータリー財団箱に。 

出射 靖生 ・今夜は台風です。 

谷口 泰義 ・台風に気をつけましょう。 

 

 

森  正廣 

・私鉄の旅「豊川稲荷～伊良湖岬」近鉄、

 名鉄、豊橋鉄道、伊勢湾フェリー近鉄で

 一周。 

BOXへ 内田 勝彦、太田 勝彦 

 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」  

内田 勝彦 ・台風２０号、午後から心配ですね。 

吉田  修 ・みなさん、いいお盆しましたか。 

 

万殿 慎二 

・太田さん、先日はたいへん楽しい時間を

 ありがとうございました。 

山本 拓生 ・洛西高校の皆様ようこそ！ 

 

万殿 慎二 

・インターアクトクラブの皆さんのご報告

 楽しみです。 

出射 靖生 ・インターアクトクラブの発展を願って。 

鎌野 孝和 ・インターアクトクラブの発展を念じて。 

吉田  修 ・府立洛西高校のＩＡＣの皆様ようこそ！ 

 

菱田 匡樹 

・洛西高等学校の皆様、宜しくお願い致し

 ます。 

森  正廣 ・夏期研修報告楽しみに。 

安田  勝 ・クラブの発展のために。 

８月２日～４日、宮城県気仙沼市で行われた 
インターアクト夏期研修に参加された洛西高等学校  
インターアクトクラブ山下美有さん、松山華子さん 
一島秀汰君と顧問の山口かほり先生 

８月会員誕生お祝い 
 

菱田会員、末永会員 

田中会員と内田会長 

おめでとうございます 



会員名 職業分類 勤務先    役職 

大森 英彦   名誉会員 大森会計事務所 所長 

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 

林    良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 

菱田 匡樹 不動産仲介業 丸菱建設㈱ 取締役 

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

井上 正佳 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・装飾業 ㈱イマジン 代表取締役社長 

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長 

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

松尾 義平 生花市場 京都生花㈱ 相談役 

森     正廣  六和証券㈱ 取締役副社長 

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

織田 鉄也 土木工事 ㈱キョウラク 代表取締役 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

末永    寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役 

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

田中    守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

安田  勝 内科医 安田医院 院長 

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

 

京都桂川ロータリークラブ 会員名簿 

（敬称略） 

会員３２名（名誉会員１名含む） 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週スピーチ 

8/31 京都東 「夜の例会」例会時間・場所臨時変更 
＊ビジター受付はありません。 

（金） 京都伏見  「明治150年 『日本の伝統』を改めて考える」 
京都女子大准教授 前﨑 信也様 

 京都洛西 「京都西北ＲＣとの合同例会の為夜間に変更」
＊ビジター受付はありません。 

 
京都紫竹 

「感性シリーズ② 受け継がれていく花街の美意
識（守り続けている日本人のアイディンティー）」 

青龍社「ぎをん」編集長 野口 昌則様 

 京都乙訓 「未定」R.I.第2650地区青少年育成委員会 
委員長 石原 久歳様 

9/3 

京都西 

追悼例会 「故 野中健二会員を偲んで」 
会員 森  義治様 

       「故 髙田忠雄会員を偲んで」 
会員 藤井 孝二様 

（月） 京都紫野  「クラブフォーラム（社会奉仕部門）」 

 京都中 「ガバナー公式訪問所感」京都モーニングRC
と合同）RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

 京都平安 「お茶の可能性」 
㈱孫右ヱ門 代表 太田 博文様 

9/4 京都東山 クラブ・デー 前年度決算報告 

（火） 京都西南 夜間例会の為、例会変更。 
＊ビジター受付はありません。 

 京都洛中 「おいしさの要因」  
解析 近又 七代目店主 鵜飼 治二様 

 京都洛南 「未定」 
ポルトガルギター奏者 上川  保様 

9/5 京都  -新会員スピーチ-「『3･11の回想』～私
にとっての東日本大震災～」桑田 周一様 

（水） 京都西北 「社会構成員としての障害者を考える」 
臨床発達障害研究 橋本敬良ゼミ主宰  

橋本 敬良様 

 京都北東 「未定」 
㈱津乃吉 代表取締役社長 吉田 大輔様 

 京都嵯峨野 「未定」 

 京都朱雀 「フルートデュオ ア・ラ・カルト」 
三井 奈美様、坂本  楽様 

9/6 京都南 「世界の中の日本・京都」 
妙心寺退蔵院 副住職 松山 大耕様 

（木） 京都北 ｢いい病院(医者)の選び方｣ 
西陣病院 副院長 今田 直樹様 

 京都洛北 「創立４５周年記念例会」 

 京都洛東 「私の履歴書」 
会員 大野木 伸幸様、高畠  保様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 「ガバナー公式訪問所感」京都中ＲＣとの
合同＊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 

「音楽で楽しむ秋の宵」 
ピアニスト 黒川 春香様 
サックス  西川 真央様 

 京都さくら 「未定」 高雄山神護寺 住職  
京都西ＲＣ会員 谷内 弘照様 

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 

   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/ 


