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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 

 
10・１１月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 

 １０月１８日（木） 通常例会 京都センチュリーホテル 

 創立３０周年実行委員会 

 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 

 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 

 １０月 ６日（土） ポリオ撲滅活動協賛第７３回京都市内24RC 

 懇親チャリティーゴルフ大会 琵琶湖ｶﾝﾄﾘー ｸﾗﾌ  ゙

 １０月 ８日（月） 奈良女子大学附属中等教育学校IAC 

 創立総会 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３６９回例会  ２０１８年９月２７日（木）   Vol.２９-１１ 

１．９月２３日（日）地域別職業奉仕担当者懇談会が

 開催され田中会員が出席されました。 

２．次週、１７時から京都タワーホテルにおいて１０月

 度理事役員会を開催いたします。会場は９Ｆ「紅花 

 の間」です。ご出席よろしくお願いいたします。 

３．１０月６日、リーガーロイヤルホテル京都において 

 京都市立西京高等学校・附属中学校インターアクト

 クラブ創立５５周年記念式典が開催されます。内田

 会長が出席されます。 

４．１０月６日、琵琶湖カントリー倶楽部において 

 ポリオ撲滅活動協賛第７３回京都市内24RC懇親チャリ

 ティーゴルフ大会が開催されます。林、井上、児嶋

 万殿、太田、王の各会員が参加いたします。 

 幹事報告 

 

 台湾訪問について 
 

 

日程   １１月３日（土・祝）～５日（月） 
 
〇航空機（チャイナエアライン） 
 往路 11/3（祝） 
 CI 159便 関空（09:15）→  台北（11:35） 
 復路 11/5（月）  
 CI 158便 台北（17:25）→  関空（20:50） 
＊関空⇔京都はチャーターバスで行きます。 
  停車場所 洛西 、桂 、京都駅  予定 
 

○ホテル  
11/3（土）アンバサダーホテル台北(国賓大飯店) 

11/4（日）ホテルロイヤル礁溪(礁溪老爺大酒店)  
 

○予定 
11/3（祝） 創立３０周年記念例会（圓山大飯店） 
   17：30 開宴 
11/4（日） ホテルチェクアウト後、バスに乗り、 
   基隆港、廃案になった４番目の原子力 
   発電場、福隆海水浴場・・などを経由 
   宜蘭・頭城の蘭陽博物館見学。蘭陽、 
   武暖のレストランで昼食。  
   伝統芸術センターを見学。 
   礁溪・ホテルロイヤルにチェックイン 
   合同晩餐会開催。 
11/5（月） ホテルチェクアウト後 
    ○観光組 五峰旗滝と望龍埤など散策 
    ○ゴルフ組  
   精英ホテルにて昼食、雪山トンネルを 
   経由して桃園空港へ。 
  

○参加者 
 林、菱田、児嶋、万殿、森、織田、德田、内山、 
 松尾の各会員 
 藤井、井上、中川、太田、末永、内田、上山、 
 王、山本、吉田、千田、上原の各夫妻、瀧本様
（太田会員友人）、松尾会員ご令嬢、事務局 計36名 
 

＊後日、詳細をご案内いたします。 

≪夜間例会≫ 

開会点鐘    18：30                               

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」 

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      

   クラブデ・デー 

  第３回クラブ討論会（会員増強） 万殿 慎二会員 

 食事歓談 

 閉会点鐘    20：00  

 プログラム 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
１０月 ９日（火）京都東山ＲＣ 

（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都Ｈ京都にて） 
１０月１８日（木） 京都南ＲＣ 

（11：30-12：30、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ京都にて） 
１０月１９日（金） 京都乙訓ＲＣ 

（11：30-12：30、ｴﾐﾅｰｽ１Ｆにて） 
１０月２２日（月） 京都中ＲＣ 

（11：30-12:30、京都Ｈｵｰｸﾗ１Ｆﾛﾋﾞｰにて） 
１０月２３日（火）京都東山ＲＣ 

（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都Ｈ京都にて） 
 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 
 ９月２８日（金） 京都乙訓ＲＣ 
１０月 ２日（火） 京都西南ＲＣ 
１０月 ９日（火） 京都西南ＲＣ 
１０月１０日（水） 京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
   京都嵯峨野ＲＣ 
  以上、ビジター受付はありません。 
 

会員誕生日お祝い   

  ４日 王  杲会員          ６日  万殿慎二会員 

  ８日 山田芳弘会員 １３日 谷口泰義会員 

 ２８日 出射靖生会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 山本拓生会員夫人 真由美様 

   １５日 髙橋英明会員夫人 友子様 
 

結婚記念日お祝い 

 ３０日 太田勝彦会員 ３０日  井上正佳会員 
  

創業記念日お祝い 

  １日 千田 適会員 法律事務所なみはや 

  １日 末永 寛会員 (有)インテリア末永 

  ６日 森 正廣会員 六和証券㈱ 
 

９月おめでとうございます 



【 】 小計 5,000円   今年度累計 73,000円 
目標額 400,000円 達成率 18％ 

BOXへ 

 次回のスピーチ １０/４（木） 

  

    「会員スピーチ」 
 森 正廣会員 
 千田 適会員 

夜間例会 
９月１３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 
８/２８ＭＵ後の出席率 ９２．３１％ 

 前回例会出席報告  

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第１回炉辺会合１班の報告 

 

 ９月２０日（木）に、第１回目の炉辺会合を南区吉祥院の

魚彩ダイニング「まったく」にて、開催しました。 

 松尾さんも元気に参加してくれて、藤井さん、児嶋さん、 

出射さん、太田さん、山本の６名での会合となりました。 

日程が合わなかった上山さん、ごめんなさい。 

 さて、まばらに集合した私たちはテーマをよそに思い思い

に話しをし始め、３０周年事業に関する話しから台風被害

の話し、車の話しと続き、幹事の私はこのまま楽しい飲み

会で終わってしまうのではないかと落ち着きませんでした

が、最後は京都桂川ロータリークラブのあり方へと進んで

いき、会員数４０名を目指して頑張ろうと意識を共有し、 

散会しました。     （報告：山本） 

 

９月は基本的教育と識字率向上月間 

 前回例会報告 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 186,000円 
目標額 613,800円 達成率 30％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

森  正廣 ・「啄木の里ふれあいマラソン」雨と風の

 中ながら楽しい大会でした。 

吉田  修、鎌野 孝和 

 

王   杲 

・瀬田先生、西安で大変お世話になりま

 した。 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん楽しみました。 

【ニコニコ箱】 小計 18,000円 今年度累計 336,000円 
目標額 1,300,000円 達成率26％ 

田中  守 ・千田委員長のスピーチ楽しみです。 

万殿 慎二 ・千田委員長のスピーチ楽しみです。 

 

菱田 匡樹 

・千田先生のスピーチ楽しみにしており

 ます。 

林  良訓 ・前回欠席おわび。 

 

吉田  修 

・また一人 私の尺八の弟子が急逝しま

 した。本日これからお通夜に参ります。 

【 】  小計   0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   

 
 
「３０周年に向けて」 
 
 ３０周年実行委員長 

千田  適会員 
 

 

瀬田 保二 

・訪中を決行しましたが王会員共々無事

 帰国致しました。 

 

吉田  修 

・大坂なおみちゃんの全米優勝 

 バンサーイ 

 

内山 正元 

・お天気はすぐれませんが、ようやく涼し

 くなってきました。 

 

森  正廣 

・盛岡１７℃「いわて銀河鉄道」では暖房

 していました。 

 

谷口 泰義 

・バースディーです。生かして頂いている

 ことに感謝しています。 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 280,000円 
目標額 744,000円 達成率 38％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 鎌野 孝和、千田  適、藤井文治郎 

吉田  修、田中  守、末永  寛 

 

万殿 慎二 

・３０周年実行委員会参加の皆様、ご苦労

 様でした。 

 

上原 従正 

・関空水害、北海道の地震の早い復興を祈

 念して。 

織田 鉄也 ・台風の復興工事で大変です。 

BOXへ 太田 勝彦、鎌野 孝和、児嶋 雄二 

織田 鉄也 

末永  寛 ・千田さんのお話を楽しみに。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、太田 勝彦 



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 

9/28 京都東 「お菓子を楽しく」 
鍵善良房 代表取締役社長 今西 善也様 

（金） 京都伏見 「日本舞踊のよもやま話」  
日本舞踊家 花柳 双子様 

 京都洛西 「サマーデイチャリティコンサート2018事業を 
 終えて」             

 京都紫竹 「イスラエルと日本の絆―古代・現代・未来へ」 
元イスラエル駐日大使 コウヘン様 

 京都乙訓 「休会」      ＊ビジター受付はありません。 

10/1 京都西 「私の国：スペイン」 
米山奨学生 ラヤナラカスタ ホルヘ君 

（月） 
京都紫野 

「第3回クラブフォーラム（国際奉仕部門）」 
米山奨学生スピーチ  

ホーマオ サントス ラファエル様 

 京都中 「ＲＬＩって」   地区ＲＬＩ委員会委員 
草津ＲＣ会員 横江 孚彦様 

 京都平安 「日台の架け橋・意外と知らない台湾」 
米山奨学生 曾   彦翔様 

10/2 
京都東山 

クラブ・デー 米山奨学生スピーチ 
「日台の架け橋・意外と知らない台湾」 

米山奨学生 曾   彦翔様 

（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 「未定」 

 
京都洛南 

「A gift that continues for life time 
（ロータリーからのおくりもの ｣ 

米山奨学生  ナハラ ハモウダさん 

10/3 
京都 

「 インドネシアと日本の関係の豆知識 」 
米山奨学生 
 ベナ ノビアンダリ デュイ ラハユ さん 

（水） 京都西北 「私の留学生活」 
2018-19年度米山奨学生 丁   健さん 

 京都北東 「私の人生」 
米山奨学生 グエン・カン・リン様 

 京都嵯峨野 ～マナー講座４～「待機児童における 
  保育園入園方法」会員 杉本五十洋様 

 京都朱雀 「ミニコンサート」 
ジャズピアニスト  大野 綾子様 

10/4 京都南 「知財の価値」 山本特許法律事務所  
弁理士（千里ＲＣ会員）山本 秀策様 

（木） 
京都北 

｢京都と嵐電と京福電気鉄道｣ 
      京福電気鉄道㈱ 管理部部長  

京都洛中RC会員 鈴木 浩幸様 

 京都洛北 「２６５０地区の米山学友会について」  
元米山奨学生   佐伯 スウェトラナ様 

 京都洛東 「日本とチベットに暮らして思うこと」  
チベット声楽家 バイマーヤンジン様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 「酒造りの神様 松尾大社について」 
松尾大社宮司 生嶌 經和様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 「糖尿病のお話し」医療法人大澤会  
大澤クリニック 北岡 治子さん 

 京都さくら ～米山月間スピーチ～「私とナシと鉄道」
米山奨学生 章 魯閩(ショウ ルミン)君 

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/ 


