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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 

 
９月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ９月 ６日（木）  夜間例会 理事役員会 

  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 

  ９月２７日（木）  夜間例会 

 １０月 ４日（木）  夜間例会 理事役員会 

 １０月１１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 

 ウェスティン都ホテル京都 18：00～ 

  ９月２３日（日） 地域別 職業奉仕担当者懇談会 

 京都テルサ 13：30～15：30 

 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３６７回例会  ２０１８年９月６日（木）   Vol.２９-９ 

１．９月２日（日）第2650地区ＲＬＩパートⅡ研修会が

 開催され、髙橋会長エレクトが出席されました。 

２．９月２日（日）嵐峡の清流を守る会「河川清掃

 活動」が行われました。 

３．次週の例会は夜間例会です。 

４．９月１３日（木）京都ホテルオークラにおいて、 

 京都洛北ＲＣ創立４５周年記念式典・祝賀会が行われ

 ます。内田会長と髙橋会長エレクトが出席されま

 す。 

 幹事報告 

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第１回炉辺会合２班の報告 

 

参加者 鎌野、田中、稲掛、内山、井上、万殿、菱田 

開催日時 8月30日 18：00 

開催場所 玄品ふぐ 京都駅前の関 
 

8月30日18：00から京都駅前の玄品ふぐにて2班の第一回

炉辺会合を開催致しました。 

残念ながら、安田会員は当日都合が悪く参加できません

でしたが、7名の会員にご参加いただき大変有意義な意見

交換を行うことができました。 

なかでも井上会員からのご紹介で桂川RCにまた1名入会

予定だという話しを聞き「会員増強」ということで各会員が

今まで以上に会

員増強に積極的

取り組む必要が

あると認識しまし

た。 

3時間程でした

が、とても楽しい

会合になりまし

た。 

（報告：菱田） 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 ９月１１日（火） 京都西南ＲＣ 
 ９月１３日（木） 京都洛北ＲＣ 
 以上、ビジター受付はありません。 
 

 委員会報告 

  

 嵐峡の清流を守る会(嵐山河川清掃)の報告 
 
 日時： 2018年9月2日(日曜日) 午前10時～11時 
 場所： 嵐山渡月橋上流～下流一帯の大堰川、 
 桂川沿いの河川敷 
 出席者： 末永、徳田、森、上原の各会員 
 内容： 大型台風21号襲来前の晴天で猛暑も和らぎ 
  過ごしやすくなった嵐山は朝早くから多く 
  の外国観光客らで賑わっていました。 
    嵐山に関わる天竜寺や観光業界、学校、
 金融機関、住民団体、奉仕団体など約14

団体、100名が各
自割り当てられた
清掃区域を約1時
間ゴミ袋片手に清
掃を行いました。
日本ではナンバー
１の観光地である
嵐山は日頃より各
種団体の清掃活動
でクリーンに保全
されていることに
安堵しました。 

 

社会奉仕委員会委員長  上原従正  

≪夜間例会≫ 

開会点鐘    18：30                               

国家「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

友愛の握手 

会長挨拶  

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

スピーチ      

  「会員スピーチ」 

             谷口 泰義会員、万殿 慎二会員

 食事歓談 

閉会点鐘    20：00  

 プログラム 

 

「秋の家族会」 
 

日時： １０月１４日(日) 

 ①11：30 JR京都駅 ｾﾝﾁｭﾘｰＨ前に集合 

（ﾊﾞｽで行きます） 

 ②JR湖西線にて、直接「ﾏﾘｰﾅ雄琴」に12：30頃集合 

 １２：３０頃 マリーナ雄琴にてBBQ 

 １７：００頃 JR京都駅 ｾﾝﾁｭﾘｰＨ前にて解散 

 

会費： 会員￥６,０００－（ﾊﾞｽに乗られない方は5千円） 

 ご家族(中学生以上) ￥６,０００－（ 〃は5千円）           

 ご家族(お子様)￥３,０００－（    〃 は2千円） 

 

注意： 当日は、ｾﾝﾁｭﾘｰ前より送迎のﾊﾞｽを出します。 

 その際は、京都西南 RCの皆様と同乗になり

 ます。直接会場へ来られる方はﾏﾘｰﾅ雄琴に

 12時30分までにお越しください。現場に駐車場

 はございます。  

  また、当日はバーベキューを行いますので、

 動きやすい服装でご参加ください。   



【 】 小計 4,000円   今年度累計 65,000円 
目標額 400,000円 達成率 16％ 

BOXへ 

 次回のスピーチ ９/１３（木） 

  

夜間例会  １８：３０～  
             於：京都タワーホテル ９Ｆ 「飛雲」 
「３０周年に向けて」 
             ３０周年実行委員長 千田  適会員 

京都西南RCと合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 
８月２８日（火）例会  

会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 ２４名（４名）９２．３１％  
 京都西南ＲＣ３４名 
ご来客 ３名 

 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 15,000円 今年度累計 163,000円 
目標額 613,800円 達成率 27％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

内田 勝彦 ・未来のボランティアリーダーのために。 

吉田  修、織田 鉄也 

 

 

内田 勝彦 

・中川ガバナー、中西副幹事長 

 先ほどの懇談会 

 ありがとうござしました。 

 

林  良訓 

・西南ＲＣの皆様 

 本日はありがとうございます。 

BOXへ     千田  適、万殿 慎二 

【ニコニコ箱】 小計61,000円 今年度累計 282,000円 
目標額 1,300,000円 達成率22％ 

RI第2650地区 ガバナー   中川 基成様 

ガバナー補佐 吉川 裕丈様 

副幹事長   中西  知様 

 

内田 勝彦 

・中川基成ガバナー、中西知副幹事長 

 本日はよろしくお願いします。 

上原 従正、德田 正彦、藤井文治郎 

田中  守、児嶋 雄二、森  正廣 

出射 靖生、千田  適、内山 正元 

林  良訓、髙橋 英明、菱田 匡樹 

        太田 勝彦 

・中川基成ガバナーをお迎えして。 

 

万殿 慎二 

・中川基成ガバナー 

 本日はよろしくお願いいたします。 

吉田  修 ・ガバナー訪問に感謝して。 

谷口 泰義 ・合同例会よろしくお願いします。 

BOXへ     井上 正佳 

末永  寛 ・中川ガバナーをお迎えして。 

林  良訓 ・訪台の皆様よろしくお願いします。 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 250,000円 
目標額 744,000円 達成率 34％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 万殿 慎二、田中  守、吉田  修 

 

田中  守 

・西南ＲＣの皆様、本日はお世話になり 

 ます。 

山本 拓生 ・中川ガバナーをお迎えして。 

【 】  小計 4,000円  今年度累計  18,000円 
目標額 62,000円 達成率 29％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 織田 鉄也、千田  適 

 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  
 
  

 

吉田  修 

・冨井先生作曲の二つのクラブソングの

 リーダーをつとめる光栄に感謝して。 

安田  勝 ・ガバナー公式訪問によせて。 

出射 靖生 ・暑い日が続きますね。 

 

内田 勝彦 

・市内の夏祭りはほぼすべて終わりま

 した。 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週スピーチ 

9/7 京都東 「ロータリーの友月間に因んで」 
会員 影近 義之様 

（金） 
京都伏見 

 「京から文化力～異文化コミュニケーションのすすめ
～」 京都外国語大学国際貢献学部グローバル観光 

学科 教授 ジェフ・バーグランド 様 

 京都洛西 「Rの友の月間に因んで」 広報・公共イメージ 
委員会委員長 伊藤 哲雄会員 

 
京都紫竹 

「感性シリーズ③ 感性を高める一流ホテルでの
過ごし方」クオリティ・サービスコンサルタント  

桧垣真理子様 

 京都乙訓 「日本の世界遺産について」～宗像・沖ノ島 ビデオ 
 鑑賞～ 長岡天満宮宮司  中小路宗俊会員 

9/10 
京都西 

「インターアクト夏期研修・気仙沼を終えて」 
京都市立西京高等学校・附属中学校インター
アクトクラブ  卜部穂乃香 さん、北島  澪 さん 

（月） 京都紫野  「クラブフォーラム（青少年奉仕部門）」 

 京都中 「落語」                 林家染太師 

 京都平安 次回の例会は合同例会の為、９月１９日（水）の 
開催予定になります。 

9/11 京都東山 敬老のお祝い  
クラブ・フォーラム（ロータリー情報） 

（火） 京都西南 「休会」   ビジター受付はありません。 

 
京都洛中 

「依存症とメンタルヘルス」 
心の専門家を育てる「悠學塾」主宰 
医)京都十全会グループ 顧問  高部 知子様 

 京都洛南 「最近の経済情勢と日本銀行の金融政策」 
日本銀行京都支店長 鈴木 純一様 

9/12 
京都 

「『京都の御大礼』の画期的な意義」 
京都産業大学名誉教授・モラロジー研究所 

教授 所  功様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「戦略計画部門第２回クラブフォーラム」 

 
京都北東 

「クラブデー」新入会員スピーチ  
仮題「わたしの仕事，そしてロータリー」 
山本雅一会員、川鍋圭会員、望月健史会員 

 京都嵯峨野 「病状の伝え方」    冨士森良輔会員 

 京都朱雀 「クラブ・デー」 

9/13 京都南 「今、再びの挑戦」 画家 鶴田 一郎様 

（木） 京都北 ｢正倉院展を楽しむ｣ 読売新聞 大阪支社 
地方部次長(文化財担当) 関口 和哉様 

 京都洛北 「休会」（創立４５周年記念式典・祝賀会
のため） ＊ビジター受付はありません。 

 
京都洛東 

「宇宙を満たすものは何か？－ダークマター
のナゾ－」京都大学名誉教授 日本原子力 
研究開発機構 客員研究員 今井 憲一様 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

「放鷹への道 祇園祭・鷹山復興へ向て」 
公益財団法人 鷹山保存会理事長  

山田 純司様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 「クラブの未来像」 幹事 平田 喜洋様 

 
京都さくら 

～会員スピーチ～ 
「利他の心で個性を発揮する」   

      幹事 神田 尚子様 

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/ 


