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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 

会長テーマ 
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「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 

 
1０・１１月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 １０月１８日（木） 創立３０周年実行委員会 

 役員指名委員会 

 １１月 １日（木） 理事役員会 

 １１月 ３日～５日 台湾三重中央ＲＣ創立30周年記念式典 

 １１月 ３日（祝）  第26回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会 

 開会式 小畑川ｸﾞﾗﾝﾄ  ゙ 8：30～ 

 １１月 ８日（木） 休会 

 １１月１５日（木） 札幌真駒内ＲＣとの懇親会 18：00～ 

◆地区行事 

 １０月２８日（土） ﾛｰﾀﾘｰ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（ＲＬＩ） 

 第2650地区ＲＬＩパートⅢ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00 

 １１月 １日（木） 第39回大堰川幼魚放流行事 

 嵐山通船の川原 10：30～11：15 

 １１月１０日（土）～2018-19年度インターアクトクラブ地区大会 

    １１日（日） １０日 受付14：00 前夜祭 14：30～21：00 

  聞法会館、ＭＫボウル上賀茂、 

  京都東急ホテル 

     11日 受付  8：10 本会議   8：30～15：00 

  聞法会館、京都ﾊﾝﾃﾞｨｸﾗﾌﾄｾﾝﾀｰ 

 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３７１回例会  ２０１８年１０月１８日（木）   Vol.２９-１３ 

１．１０月１４日（土）マリーナ雄琴において「秋の家

 族会」を京都西南ＲＣと合同で開催しました。 

 多数の参加ありがとうございました。 

２．本日例会終了後、例会場において役員指名委員会が

 開催されます。 

３．同じく、例会終了後、事務局において３０周年実行

 委員会が開催されます。 

４．１１月１５日（木）札幌真駒内ＲＣの内海会長、山内

 会長エレクト、齋藤副会長および山口幹事が北海道

 地震への義捐金のお礼と新年度のご挨拶のため例会に

 来られます。１８時から懇親会を開催しますので

 多数のご参加よろしくお願いいたします。 

 

 幹事報告 

2018-19年度 炉辺会合 
 

 本年度第２回炉辺会合を１２月末までに開催いただき

会合終了後には事務局まで報告をお願いします。 

テーマ 「会員増強について」 

 「３０周年記念事業のアイディアについて」 

      

 クラブ管理運営委員長 内山 正元 

 リーダー  

1 
 松尾、 藤井、 児嶋、 出射 

 近藤、 上山、 山本 
太田 

2 
 安田、 鎌野、 田中、 稲掛 

 内山、 井上、 菱田 
万殿 

3 
 谷口、 上原、 末永、 森、 

 林、   王、   山田 
髙橋 

4 
 德田、 瀬田、 吉田、 中川 

 内田、 織田、 大森 
千田 

 炉辺会合のご案内 

 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。 
 
１０月１９日（金） 京都紫竹ＲＣ 
１０月２４日（水） 京都朱雀ＲＣ 
１０月２６日（金） 京都紫竹ＲＣ 
１０月３０日（火） 京都洛南ＲＣ 
１０月３１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。 
 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

今日の歌「村祭り」 

友愛の握手 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  

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 

  - 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  

閉会点鐘    13:30   

 スピーカーのご紹介 

ベナ ノビアンダリ デュイ ラハユ 様 
 

 現在、京都精華大学院マンガ研究科博士課程二年

目研究のテーマは「マンガを活用して歴史に関心を

喚起する：女性マンガ家による歴史的フィクション

マンガのケーススタディー」です。日本の女性マン

ガ家の歴史的フィクションマンガの作品により、 

読者が歴史に興味を覚える可能性について研究して

います。 

 １９８５年１１月２３日生まれ。インドネシアの

ジャカルタ出身。家族は両親と兄。２００３年に 

高校卒業後、大学進学のため西ジャワのバンドンで

住みました。２００８年にグラフィックデザイン学

部を卒業した後、MBAプログラムに入り、２００８

年に終了しました。 

 ２０１１年に日本に来日して、１年半の間、静岡

市の日本語学校で日本語を勉強しました。２０１３

年に京都精華大学院マンガ研究科実技系に入り、 

２０１５年に終了しました。 

今日の歌    

「村祭り」 
 

 村の鎮守の 神様の 

今日はめでたい 御祭日 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

朝から聞こえる 笛太鼓 



 

「合同家族会報告」 
 

                       親睦委員長 吉田 修 

 

 1０月１４日（日）琵琶湖「マリーナ雄琴」において、京都西南 

ロータリークラブと合同家族会を行いました。 

この日は、たまたまの好天に恵まれて、初めての試みを後押しして

くれているようでした。 

四条大宮に集合して大型バスで参加する組と、各自で現地直行

の組に分かれて１２：３０「マリーナ雄琴」に集合。 

    大宮集合    現地集合   計 

 西南  ２９        １７     ４６ 

 桂川  １５        １４        ２９  総参加者75名と 

今だかつてない大所帯の家族会となりました。 

１１：３０には、先遣隊（西南３人桂川３人）が到着してBBQ用の炭火を熾し、肉、ウインナ、ホッケ、イカ、 

ホタテ貝、野菜、バーベキューソース、ビール、酒、焼酎、お茶、カルピス、紙コップ、そしてお箸、紙製の

皿など、必要な全てのものを揃えていただきました。今回は、「材料持ち込み」ということで、段取りが大変

でしたが、西南の若手の皆様の手配により準備は万端整いました。 

現地直行組もバス乗車組も、集合時間前にほぼ勢揃い、家族会の開会です。 

全員が、何かの飲み物を手に持った状態で、西南の小川会長の開会宣言挨拶、つづいて、林会員の 

ご子息（クルーズ船の操縦士）から乗船上の注意があり、最後に、内田会長の挨拶・乾杯の発声でBBQの

幕は切って落とされました。 

芝生の中央に設えてあるレンガ作りの「超大型BBQ用のコンロ」正式名を「バーベキューレンガ」と言うそう

ですが、すでにオキ状態になった炭の上の網に一斉に、肉、ウインナ、イカ、ホタテ貝、ホッケ、野菜など

を並べ始めると、ほどなくして、お皿と箸を持って「どれからいこうか？」と焼き上りを待つ人々が群がって、

一気に雰囲気は盛り上がりました。 

肉を盛ったお皿を愛妻の待つテーブルに持ち帰る人から、サーバーから自前でビールを注ぐ人、テーブ

ルに座ったままで、持ってきてもらって食べることに専念する人、と様々にBBQを楽しんでいる光景が、 

なんともうれしく心楽しい。 

10人以上参加してくれた子供たちは、さすがにお行儀もよろしく、楽しそうに、美味しそうに肉をほおばっ

ている姿を見て、“これぞ家族会！”と思いました。 

BBQで盛り上がる間にも、JSB所有の大型船で琵琶湖大橋までの“船旅“を楽しみました。20名までの 

限定で、そこはうまくメンバーを調整して、３回の出航で「乗りたい」という希望の方はすべて乗船していた

だきました。 

この「大きな船に乗ったこと」も、今回の家族会の大きな思い出になりました。 

ちなみに、乗せてもらった船の価格を○○○○円と聞いて、一同カンプク！ 



 

  

 游船はさておき、BBQに目を戻しますと、、、、 

ホタテ、イカ、ホッケなどの海鮮物は、林会員のアドバイスの通り人気があり、また、今回提供された肉は、

仕入れ値800円（売値で2000円はすると言う代物）で、柔らかく美味しくて最高の口あたりで、飛ぶように皆

の口に運ばれて行きました。 

湖面をバックにして、家族、仲間、ご夫人が、思い思いに１０テーブルに別れて、食べるだけ食べて、吞む

だけ飲んで、談笑しながら友好を深め親睦を深め、得も言われぬ幸せな時を過ごしました。 

かくして、西南と桂川の初めての合同家族会は、「良かった、成功したな、、」と、そんな思いに立った頃、

全員揃っての記念撮影。そして、「琵琶湖周航の唄」の大合唱につづいて締めくくりの挨拶。そしてクライ

マックスは、なんとなんとプールをぐるりと取り囲んで、全員で「手に手つないで」の大合唱。これこそ 

「ロータリーの家族会の真骨頂！」と感激の面持ちで、お開きとなりました。 

会場の後始末を、桂川からは内田会長はじめ、西南の前野親睦委員長を中心に若手の皆様がやってく

れたと聞きました。事前の準備から、最終のチエックまで痒いところに手が届

くように、綿密なお世話をいただいた皆様に、心から感謝を申し上げます。 
 

【参加者】 

 藤井、林、稲掛、児嶋、万殿、森、田中、谷口、德田、王の会員、井上、

 末永、内田、上原、上山、 

 山本、吉田の各夫妻、瀬田会員ご家族２名、上山会員ご家族２名 

 松本先生、事務局 ３０名 

 



【 】 小計 2,000円   今年度累計 82,000円 
目標額 400,000円 達成率 21％ 

BOXへ 

 次回のスピーチ １０/２５（木） 

  

クラブデー 
第４回クラブ討論会（財団・米山） 

夜間例会 
１０月４日（木）例会  

会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 １９名（４名）７３．０８％  
ご来客 ０名 
 

 前回例会出席報告  

 前回例会報告 

 理事役員会 

日 時 2018 年１０月４日(木)17:00 ～京都ﾀﾜｰＨ 
出席者 内田、万殿、髙橋、林、太田、田中、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４回クラブ討論会  10/25（木） 

４．第５回クラブ討論会  11/15（木） 

５．台湾三重中央ＲＣ訪問について 11/3～5 

６．札幌真駒内RCからのお見舞金の取り扱いについて 

７．札幌真駒内RCの来京について 

８．第２回炉辺会合について 

９．クリスマス家族例会について 12/22（土） 

10．会員増強について 

11．「赤い羽根共同募金」について 

12．その他 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 213,000円 
目標額 613,800円 達成率 35％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田  修、鎌野 孝和 

 

万殿 慎二 

・末永さん、森さん昨日はたいへん

 お世話になりました。 

【ニコニコ箱】 小計 18,000円 今年度累計 366,400円 
目標額 1,300,000円 達成率28％ 

 

内田 勝彦 

・森さん、千田さん、スピーチの時間が 

 短くてごめんなさい。 

田中  守 ・森会員、千田会員のスピーチ楽しみです。 

【 】  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   

-会員スピーチ- 
 
森 正廣会員 
千田 適会員 

谷口 泰義 ・森さん、千田さんのスピーチを楽しみに。 

 

稲掛 英男 

・森 廣会員、千田 適会員のスピーチ 

 楽しみに。 

林  良訓 ・又、台風ですね。 

 

内田 勝彦 

・本日がタワーホテル夜間例会最終日

 です。色々ご迷惑おかけしました。 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 304,000円 
目標額 744,000円 達成率 41％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、田中  守 

稲掛 英男、太田 勝彦 

末永  寛 ・森さん、千田さんのお話を楽しみに。 

上原 従正 ・森、千田会員のスピーチを楽しみに。 

BOXへ 鎌野 孝和、児嶋 雄二 

藤井文治郎 ・森会員、千田会員のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、山本 拓生 

鎌野 孝和、末永  寛 

太田 勝彦 ・（土）のゴルフは心配です。 

 

吉田  修 

・安倍内閣メンバー一新！！ 

 何を期待する？ 

内田 勝彦 ・またまた週末には台風接近ですかね？ 

 

吉田  修 

・中川さん、先日の炉辺会合ではお世話

 になりました。 

 

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 
 

   日程： ２０１８年１０月６日（土） 

 場所：  琵琶湖カントリー倶楽部 

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：京都洛西ＲＣ 

   参加者： 林、井上、児嶋、万殿、太田、王の会員 
 

 

 

 

森  正廣 

・台風の中「支笏湖温泉」で一休み、透明

 でヌルッとした美肌の温泉、森の香りが 

 いやしてくれる。 

 

髙橋 英明 

・初孫が生まれました、ありがとうござ

 いました。 

髙橋 英明・森さん、千田先生のお話しを楽しみに。 

林  良訓 ・森さん、千田さんのスピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・アイホンがお風呂に一晩水没してしまい

 ました。 

 

森  正廣 

・志摩「浜島温泉」ダイナミックな太平洋

 の波展望。 

 
１０月は経済と地域社会の発展月間 

 



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 

10/19 京都東 「人工知能AI、近イようで遠－イいろいろな 
 話題」         会員 木戸出正継様 

（金） 京都伏見 ～新会員スピーチ～  
奥  達也会員、北倉 功壹会員 

 京都洛西 「RLIに因んで」 ＲＩ第２６５０地区ＲＬＩ委員会 
  委員 京都洛南ＲＣ会員 桜澤 仁志様 

 京都紫竹 ※タグラグビ―開催の為、10/21（日)に変更 
＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「米山奨学生卓話」  
米山奨学生 徐 子倚様 

10/22 
京都西 

「台湾李登輝元総統と東アジア情勢」㈱江口
オフィス代表取締役社長 元参議院議員 

元会員 江口 克彦様 

（月） 京都紫野 「インターアクト夏期研修報告」聖ヴィアトール 
学園洛星高等学校インターアクトクラブ  

 京都中 「お月見例会」開催の為、例会変更  
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都平安 「祇園夜話」 京都祇園 京料理 美登幸  
三代目主人 平野  陽様 

10/23 京都東山 「夜間例会 例会時間変更」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 京都西南 国際奉仕フォーラム 

 京都洛中 「未定」      会員 橋本 以裕様 

 
京都洛南 

「音楽世界旅行（色々な国の音楽をリズム 
 中心に紹介）」ドラマー 木村優一郎様 

キーボード 小林沙桜里様 

10/24 京都 「 地域社会と行政 」 
京都市長  門川  大作様 

（水） 京都西北 「 Water 0.007 」 
有限会社アクアイメージ代表 高野 弘様 

 京都北東 「クラブデー」 

 京都嵯峨野 「奉仕事業の役割分担及び当日の説明」 
 奉仕プロジェクト委員会 

 京都朱雀 「休会」＊ビジター受付はありません。 

10/25 京都南 「ベトナム語：歴史と変化」 
米山奨学生 グエン・タン・フエンさん 

（木） 
京都北 

-米山月間スピーチ-｢日本文学を世界文学 
 として発信する(研究成果報告)｣ 

米山奨学生 金 昇渊君 

 
京都洛北 

「不動産の生前整理！～知らないと損する、
境界問題のナゾ！～」京都土地家屋調査士会 

会長 京都伏見ＲＣ会員 山田 一博様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 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 

「文化財の保存と活用のモデルを目指して 
 ～世界遺産・二条城～」  
京都市文化担当局長/元離宮二条城事務所長  

京都二条城長 北村 信幸様     

 
京都さくら 

～会員スピーチ～ 「共に考えよう 
 『IMにどう取り組むべきか？』」 

会員 岩佐 孝雄様 

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/ 


