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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 

 １０月１４日（日） 「秋の家族会」京都西南ＲＣと合同 

 マリーナ雄琴 

 １１月 ３日～５日 台湾三重中央ＲＣ創立30周年記念式典 

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 

 １０月 ６日（土） 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創立５５周年記念式典 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 12：00受付 

 13：00～ 記念式典 14：00～ 記念講演 

 15：30～17：00 祝宴 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３６８回例会  ２０１８年９月１３日（木）   Vol.２９-１０ 

１．本日、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・祝賀会が行われています。

 内田会長と髙橋会長エレクトが出席されます。 

２．９月１８日（火）ウェスティン都ホテル京都において

 市内24ＲＣ連絡協議会第1回合同幹事会が開催され

 ます。太田幹事、児嶋副幹事、山本副幹事が出席い

 たします。 

３．次週、９月２０日（木）の例会は休会です。 

４．９月度理事役員会において「西日本豪雨災害・復興

 支援」について、お一人３，０００円協力すること

 が承認されました。本日より、徴収いたしますので

 ご協力よろしくお願いいたします。 

 幹事報告 

 理事役員会 

日 時 2018 年９月６日(木)17:00 ～京都ﾀﾜｰＨ 
出席者 内田、髙橋、田中、井上、吉田、中川、 
 上原、山本、児嶋、末永の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．「秋の家族会」について  10/14（日） 
３．第３回クラブ討論会（会員増強） 9/27（木） 
４．台４回クラブ討論会  10/25（木） 
５．台湾三重中央ＲＣ訪問について 11/3～5 
６．西日本豪雨災害・復興支援金について 
７．2019-20年度 青少年交換学生募集について 
８．嵐峡の清流を守る会の協力金について 
９．京都桂川ＲＣ「マリン同好会」発足について 
10．会員増強について 
11．その他 
報告事項 
 インターアクト分担金について 

 ハイライト米山 

モンゴル米山学友会から西日本豪雨被災地への義援金 

 

「平成30年7月豪雨」は、西日本各地に甚大な被害を

もたらしました。このニュースに心を痛めたモンゴ

ル米山学友会では、3月に就任したばかりのオイドブ

バトゲレル会長（2005-07／前橋ＲＣ）が中心となり

会員に義援金を呼び掛けました。 
 

7月20日、同学友会を代表して、創立会長のジャンチ

ブ・ガルバドラッハさんと第3代よねやま親善大使の

エンフボルド・ボロルトヤさんが当会事務局を訪問

今なお避難生活を送る被災者や復興のために尽力す

る方々を気遣い、「被災された皆さまのために少し

でも役立てていただけたら」との気持ちを綴った 

お見舞いの手紙と共に、モンゴル学友36人からの 

義援金14万9,050円を届けてくれました。 
 

義援金は全額、第2710地区（広島県・山口県）に 

送金しました。  

≪夜間例会≫ 

開会点鐘    18：30                               

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

今日の歌「とおりゃんせ」 

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      

  「３０周年に向けて」 

          ３０周年実行委員長 千田  適会員 

 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。   

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 ９月１３日（木） 京都洛北ＲＣ 
 ９月１８日（火） 京都西南ＲＣ 
 ９月１９日（水） 京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
   京都朱雀ＲＣ 
 ９月２０日（木） 京都さくらＲＣ 
 ９月２５日（火） 京都西南ＲＣ 
 ９月２６日（水） 京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
 ９月２７日（木） 京都さくらＲＣ 
１０月 ２日（火） 京都西南ＲＣ 
１０月 ９日（火） 京都西南ＲＣ 
 以上、ビジター受付はありません。 
 



【 】 小計 3,000円   今年度累計 68,000円 
目標額 400,000円 達成率 17％ 

BOXへ 

 次回のスピーチ ９/２７（木） 

  

夜間例会  １８：３０～  
             於：京都タワーホテル ９Ｆ 「飛雲」 
クラブデ・デー 
第３回クラブ討論会（会員増強） 

夜間例会 
９月６日（木）例会  

会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 ２０名（４名）７６．９２％  
ご来客 ０名 
８/２３ＭＵ後の出席率 １００％ 

 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 13,000円 今年度累計 176,000円 
目標額 613,800円 達成率 29％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

太田 勝彦 ・北海道たいへんです。心配してます。 

吉田  修 

 

 

内田 勝彦 

・台湾三重中央ＲＣ創立３０周年記念

 式典の出席者、ただ今、３５名の予定

 です。 

 

 

稲掛 英男 

・先日の炉辺会合では菱田さん、万殿さん

 大変お世話になりありがとうござい

 ました。 

BOXへ     千田  適、德田 正彦 

【ニコニコ箱】 小計 36,000円 今年度累計 318,000円 
目標額 1,300,000円 達成率24％ 

 

内田 勝彦 

・生命の危機を感じるような台風でした

 ね。皆様被害はございませんか？ 

 

髙橋 英明 

・谷口さん、万殿さんのスピーチ 

 楽しみにしています。 

稲掛 英男 ・谷口会員、万殿会員のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・谷口さん、万殿さんスピーチ楽しみです。 

田中  守 ・菱田さん、炉辺会合お世話になりました。 

【 】  小計 2,000円  今年度累計  20,000円 
目標額 62,000円 達成率 32％ 1人当たり2,000円以上   

 「会員スピーチ」 

  谷口 泰義会員    万殿 慎二会員  

万殿 慎二 ・台風大丈夫でしたか？ 

井上 正佳 ・台風お見舞申し上げます。 

 

吉田  修 

・４日の豪風雨につづいて６日の北海道

 地震、日本災害列島ですね。 

井上 正佳 ・夜間例会楽しみです。 

 

吉田  修 

・例会場が変わるとメーキャップに行っ

 たような感じですね。 

 

 

菱田 匡樹 

・先日の炉辺会合は楽しかったです。 

 谷口会員、万殿会員のスピーチ楽しみに

 しております。 

 

万殿 慎二 

・菱田さん、炉辺会合ありがとうござい

 ました。 

德田 正彦 ・台風で稲に害がありました。 

千田  適 ・台風、地震、日本はどうなる？ 

 

 

上原 従正 

・台風２１号被害お見舞申し上げます。 

 当方、駐車場の屋根と看板が飛び去り

 ました。 

太田 勝彦 ・北海道心配です。 

 

児嶋 雄二 

・台風被害は大丈夫でしたか？地震真駒

 内ロータリークラブの皆様心配。 

谷口 泰義 ・台風、地震恐ろしいことが続きますね。 
松尾 義平 ・台風一過、皆さん御無事でしたか？ 

森  正廣 ・北海道地震お見舞。 

内田 勝彦 ・北海道の地震、被害が心配です。 

井上 正佳 ・北海道地震、お見舞い申し上げます。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 263,000円 
目標額 744,000円 達成率 35％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 万殿 慎二、田中  守、吉田  修 

千田  適 

太田 勝彦 ・北海道心配です。 

王   杲 ・台風で西安は明日に変更しました。 

森  正廣 ・台風２１号お見舞。 

 

稲掛 英男 

・台風すごかったです！！私どもの診療所

 の自転車置場の屋根がふっとびました。 

 

末永  寛 

・関空も北海道も大変大きな被害に 

 ビックリ。 

万殿 慎二 ・今日は私の誕生日です。 

 

山本 拓生 

・台風２１号、生まれて初めての暴風で

 した。 

 今日の歌   「とおりゃんせ」 
 

通りゃんせ  通りゃんせ 
ここはどこの  細道じゃ 
天神様の  細道じゃ 

ちっと通して  下しゃんせ 
御用のないもの  通しゃせぬ 
この子の七つの  お祝いに 
お札を納めに  参ります 

行きはよいよい  帰りはこわい 
こわいながらも 

通りゃんせ  通りゃんせ 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都イブニングＲＣ次週スピーチ 

9/14 京都東 「ご贈答の仕来り（京都を中心に）」 
㈱大嶋 雁金屋 代表 大嶋 光照様 

（金） 京都伏見 「最強の遺言」（予定）司法書士法人渡辺総合 
事務所 代表者 司法書士 渡邉 善忠様 

 
京都洛西 

「他人ごとではない犯罪被害～被害者支援の 
 ため何ができる？～」 

弁護士 京都弁護士会所属 高橋みどり様 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム① 築こう!! ロータリーの心」 
会長 井上 弘之会員 

 京都乙訓 「災害に備えて」 長岡京市防災安全推進室  
防災指導員 上田 憲治様 

9/17 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 「祝日休会」 

9/18 京都東山 「売れる商品の作り方」 
㈱Kor's style代表 柴田  薫様 

（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 

「エンディングノートは書くべき？自分のた
め、大切な人のために 考えてみませんか」
㈱公益社 渉外部 部長  

1級葬祭ディレクター 二木 達浩様 

 京都洛南 「ガバナー公式訪問所感」 
RI第2650地区ガバナー 中川 基成様 

9/19 
京都 

-新会員スピーチ- 
「アメリカンフットボールと銀行 」川井 仁様 
「石村亭と谷崎 潤一郎」    小畑 英明様 

（水） 京都西北 「ガバナー公式訪問所感」 
（京都平安ＲＣ・京都さくらＲＣと合同） 

 京都北東 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 「休会」＊ビジター受付はありません。 

9/20 京都南 「篠笛が伝える情景と想い」 
篠笛奏者・作曲家 佐藤 和哉様 

（木） 京都北 ～新会員スピーチ～｢自己紹介(画像認識・ 
AI・ロボット)｣上田 博唯君 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「輝く瞳に会いに行こう」チェンライRC 
(D3360 タイ)パスト会長 原田 義之様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ -クラブ広報部門フォーラム- 

 
京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 

「おこしやす京都ＡＣって？」おこしやす
京都ＡＣ㈱ 監査役  高橋 純一様 

経営企画部 部長   清野  暁様 

 

京都さくら 

「ガバナー合同公式訪問（京都西北ＲＣ・
京都平安ＲＣ・京都さくらＲＣとの合同開
催）」の為、例会日時場所臨時変更。 

＊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 

   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/ 


