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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 

 １０月 ９日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ ﾚｽﾄﾗﾝ菊水 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３７０回例会  ２０１８年１０月４日（木）   Vol.２９-１２ 

１．１０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。 

２．１０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。 

３．１０月８日（月）奈良大宮ＲＣ提唱の奈良女子大学

 附属中等教育学校インターアクトクラブ「創立総会」

 が行われます。内田会長が出席されます。 

４．次週、１０月１１日（木）の例会は休会です。 

５．１０月１８日（木）の例会から例会場が京都センチュ 

 リーホテルになり、通常例会となります。 

 例会終了後、事務局において３０周年実行委員会を

 開催いたします。 

 幹事報告 

◆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 ９日（火）京都洛中ＲＣ（ 

11：30-12:30、京都Ｈｵｰｸﾗ１Ｆﾛﾋﾞｰにて） 
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） 
 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 
１０月 ９日（火） 京都西南ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
  以上、ビジター受付はありません。 
 

≪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」 

    森  正廣会員、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） 

、 動きやすい服装でご参加ください。 

 

参加予定者：  藤井、林、稲掛、井上、児嶋、万殿、森 

 田中、谷口、德田、上山、王、吉田の会員 

 末永夫妻、内田夫妻、上原夫妻、山本夫妻 

 瀬田会員ご家族２名、松本先生、事務局 25名 

 お知らせ 

 
９月会員誕生日お祝い 
 

内田会長、谷口会員、
出射会員、王会員と 
万殿会員 

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第１回炉辺会合４班の報告 

 

日 時 ９月２９日（土） 

場 所 宮川町 きく屋 

参加者  瀬田、吉田、千田、織田、中川の各会員 

 

台風前の悪天候にもかかわらず５名の参加を得、炉辺

会合を開催することができました。 

いつもながら、いろいろな又貴重な情報交換ができ、 

大変有意義な会であったと思います。 

会員増強に関しては、今年度中にこの班で最低１名増

を目指すことを目標に頑張ることで一致しました。 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 （報告：中川俊夫） 



【 】 小計 7,000円   今年度累計 80,000円 
目標額 400,000円 達成率 20％ 

BOXへ 

 次回のスピーチ １０/１８（木） 

  

 - 米山奨学生スピーチ - 
「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 様  

夜間例会 
９月２７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 
９/６ＭＵ後の出席率 ８０．７７％ 

 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３班の報告 

 

 ９月２０日、中国料理「桃園亭」に於いて第３班炉辺会合

を開催しました。テーマは「会員増強」です。中華オードブ

ルから乾杯した後すぐに議題に入り、上原先生、谷口さん

と森さんから昔の桂川ロータリーの大先輩達の話や退会

者の子供様の入会を誘って見たほうが良いと提案がありま

した。それから乾杯して、20年紹興酒を飲みながら中華フ

ルコースを味わって雑談した後に解散しました。 

解散後、林さんと私が入会予定の方に会いに行って、  

桂川ロータリーへの入会を誘いました。近々見学のために

例会出席予定です。よろしくお願い致します。    以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   （報告：王  杲） 

１０月は経済と地域社会の発展月間 

 前回例会報告 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 202,000円 
目標額 613,800円 達成率 33％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・事務局のパソコンが壊れました。 

 非常に困ってます。 

吉田  修、鎌野 孝和、菱田 匡樹 

内山 正元 ・台風２４号の直撃を免れますように。 

谷口 泰義 ・王さん炉辺会合お世話さんでした。 

【ニコニコ箱】 小計 12,400円 今年度累計 348,400円 
目標額 1,300,000円 達成率27％ 

 

内田 勝彦 

・三週間ぶりのホーム例会です。 

 皆様お元気でしょうか？ 

太田 勝彦 ・また台風です、気を付けて。 

千田  適 ・台風いやですね！ 

【 】  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   

 
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 

吉田  修 ・台風２４号の列島縦断？あるか。 

出射 靖生 ・例会連続欠席おわび。 

 

森  正廣 

・「北九州無法松ツーデーマーチ」２０

 キロ×２日ウォーク。晴天で快適。 

林  良訓 ・皆様のはげましに感謝。 

 

内田 勝彦 

・本日のクラブ討論会テーマは「会員

 増強」です。皆様よろしくお願いします。 

【 】 小計 7,000円 今年度累計 287,000円 
目標額 744,000円 達成率 39％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、井上 正佳 

 

林  良訓 

・台湾、沢山の御参加誠にありがとう 

 ございます。 

末永  寛 ・上原さん、ありがとうございました。 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

BOXへ 鎌野 孝和 

林  良訓 ・マンチャンのスピーチ楽しみに。 

BOXへ 末永  寛、太田 勝彦、井上 正佳 

 

山本 拓生 

・炉辺会合楽しかったですね。ご参加の

 皆様ありがとうございました。 

王   杲 ・第三班炉辺会の皆様有難う御座いま

 した。 

 

内田 勝彦 

・またまた台風が来ているようです。 

 週末御注意下さい。 

出射 靖生 ・又、週末は台風ですね。 

 

森  正廣 

・福岡県に京都郡みやこ町という街が有

 ります。平成筑豊電鉄の沿線です。 

 

吉田  修 

・広島、２７年ぶりのホーム優勝！！ 

 ３年連続も素晴らしい。 

井上 正佳 ・次の台風には充分気をつけて！ 



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 

10/5 
京都東 

「 大筋理解の仮想通貨 」 奈良大学社会学部 
総合社会学科教授 同志社大学院ビジネス 

研究科客員教授 領内  修様 

（金） 京都伏見 「中国蘇州庭園の見方(魅力)-留園と獅子林を 
例として」米山奨     学生 宋  佳音 さん 

 京都洛西  「わたしとわたしの日本生活」 
米山奨学生 ドゥ ユエさん 

 京都紫竹 「米山奨学生スピーチ」 
米山奨学生 張  美嘉（ｼﾞｬﾝ ﾐｶ）様 

 京都乙訓 「クラブフォーラム」～創立50周年について～ 

10/8 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」 

10/9 京都東山 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 京都西南 「休会」 
＊ビジター受付は、行いません。 

 京都洛中 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛南 「休会」 
＊ビジター受付は、行いません。 

10/10 
京都 

「“公共ホール”としての京都コンサート
ホール 」京都コンサートホール 事業企画 

係長 高野  裕子様 

（水） 京都西北 「休会」（定款第８条第１節(ｃ)により）
＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 京都洛北RCと合同例会の為、例会日時場
所臨時変更＊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 

「ｴｺﾎﾞｰﾙからのつながり」特定非営利活動法人 

就労ﾈｯﾄうじ ゆめﾊｳｽ管理者 小畑  治様 
「ロータリーの社会奉仕事業に限界はあるか」

ガバナー補佐 山口 義治様  

10/11 
京都南 

「イノベーション実践～製造・サービス・観光」
京都大学 経営管理大学院 特定准教授 

 前川 佳一様 

（木） 京都北 ｢京都北RCの広報活動とネットワーク構築
について｣   クラブ広報・雑誌委員会 

 京都洛北 「ガバナーアドレス」（京都北東RCとの合同）  

ＲＩ第2650地区ガバナー 中川 基成様 

 京都洛東 「源氏物語には人生のすべてがある」日本 
朗読検定協会朗読ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 岸本久美子様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ -米山奨学生スピーチ-  
米山奨学生 張 美嘉（ｼﾞｬﾝ  ﾐｶ）様 

 
京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 

ロータリーホームページの活用 
－My Rotaryの登録の仕方－」 

会員 梶野 興三様 

 京都さくら 「休会」＊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/ 


