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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 

 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 

 
1０-１２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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） 創立３０周年実行委員会 

 札幌真駒内ＲＣとの懇親会 18：00～ 

 １２月 ６日（木） 年次総会 

◆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１３７２回例会  ２０１８年１０月２５日（木）   Vol.２９-１４ 

１．１０月２８日（土）京都文教学園において第2650

 地区ＲＬＩパートⅢ研修会が開催されます。髙橋

 会長エレクトが出席されます。 

 幹事報告 

 プログラム 

 ハイライト米山 

「紺綬褒章」の公益団体認定を受けました 
 

このたび、当会は内閣府賞勲局より、公益のために

私財を寄付し功績顕著なる方々へ授与される「紺綬

褒章」の公益団体認定を受けました （平成 30 年 

9 月 12 日付）。これにより、本年 9 月 12 日以

降、個人では500万円以上、法人・団体等は 1,000 

万円以上を当会にご寄付いただき、定められた条件

を満たす場合に、紺綬 褒章授与申請の対象となり

ます。  

ご寄付を複数回に分けて分納される場合も、あらか

じめお申し出をいただいた場合には、申請の対象と

なります（分納期限の制限はございません）。 

詳しくは米山記念奨学会事務局まで お問い合わせ

ください。 ※認定日（平成30年9月12日）以前のご

寄付については申請の対象外です。分納分に含める 

こともいたしかねます。何とぞご了承ください。 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
１１月１３日（火）京都東山ＲＣ 

（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都Ｈ京都にて） 
１１月１５日（木）京都南ＲＣ 

（11：30-12：30、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ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 
１１月 ８日（木） 京都洛北ＲＣ 
１１月１４日（水） 京都西北ＲＣ 
１１月１５日（木） 京都イブニング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「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 

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 

  クラブデー 

  第４回クラブ討論会 
 

閉会点鐘    13：30   

 

会員夫人誕生日お祝い 

   ３０日 太田勝彦会員夫人 昌代様 

結婚記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 １７日  髙橋英明会員 

 １８日 吉田 修会員 ２６日  上山泰弘会員 

創業記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 (医)上原医院 

１０月おめでとうございます 

今日の歌   

 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ･ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

 
流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 

 

「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

 
生きる喜び深めんと 

ともにつくりし なごみの場 

都の西に根づきたる 

ロータリアン オブ カツラガワ 

 

仲間と夢をひろげんと 

ともに集いし 木曜日 

四つのテストをたしかめる 

ロータリアン オブ カツラガワ 



【 】 小計 4,000円   今年度累計 86,000円 
目標額 400,000円 達成率 22％ 

BOXへ 

 次回のスピーチ １１/１（木） 

  

「THE THOUSAND KYOTOについて」  
 京阪ホテル＆リゾート株式会社                        
 京都センチュリーホテル 総支配人          
 京都西南ＲＣ会員     櫻井 幹員様  

 前回例会報告 

【 】 小計 7,000円 今年度累計 220,000円 
目標額 613,800円 達成率 36％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

井上 正佳 

【ニコニコ箱】 小計 44,000円 今年度累計 410,400円 
目標額 1,300,000円 達成率32％ 

RI第2650地区 

米山奨学委員 

鈴木 基一様 

・米山奨学活動に御理解ありが

 とうございます。今後共宜しく

 お願いします。 

 

菱田 匡樹 

・ベナ ノビアンダリ デュイ ラハユ様 

 ようこそ。 

【 】  小計 28,000円  今年度累計  48,000円 

目標額 62,000円 達成率 77％ 1人当たり2,000円以上   

- 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 
 RI第2650地区米山奨学委員 

京都中ＲＣ会員 鈴木 基一様  
 

 
 
   

出射 靖生 ・ベナさんようこそ。 

稲掛 英男 ・ベナさんのスピーチ楽しみに。 

 

 

内田 勝彦 

・米山奨学生ベナ ノビアンダリ デュイ 

 ラハユ様、本日はよろしくお願いし

 ます。 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 322,000円 
目標額 744,000円 達成率 43％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 稲掛 英男 

 

末永  寛 

・ベナ ノビアンダリ デュイ ラハユ様の

 お話を楽しみに。 

谷口 泰義 ・やはりセンチュリーホテルが良いか。 

 

万殿 慎二 

・万殿さん、林さん、山本さん先日は

 ありがとうございました。 

BOXへ 出射 靖生 

児嶋 雄二 ・ベナさんのスピーチ楽しみに。 

 

内田 勝彦 

・先日の秋の家族会ご参加ありがとう 

 ございました。 

 

内田 勝彦 

・本日より、通常通りの例会スタイルに

 やっと戻りました。 

万殿 慎二 ・ほろにが会大変楽しみました。 

 

山本 拓生 

・吉田さん、家族会ありがとうございま

 した。楽しかったです。 

 

万殿 慎二 

・吉田さん家族会たいへん楽しませて頂き

 ました、ありがとうございます。 

安田  勝 ・米山月間によせて。 

万殿 慎二 ・ベナさんのスピーチ楽しみです。 

 

德田 正彦 

・先日の家族会、林会員始め先発の皆様 

 お世話様でした。 

１０月は経済と地域社会の発展月間 

 前回例会出席報告  

１０月１８日（木）例会  

会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 ２１名（５名）７７．７８％  
ご来客 ４名 
１０/４ＭＵ後の出席率 ７３．０８％ 

 

瀬田 保二 

・家族会では娘、孫共々大変お世話に成り

 ました。 

上原 従正 ・先日の家族会お世話になりました。 

井上 正佳 ・家族会、お疲れ様でした。 

王   杲 ・新入会員予定者三田さんを歓迎して。 

松尾 義平 ・お世話になります。 

 

德田 正彦 

・出射先生、先日は大変お世話になり

 ました。有難うございました。 

森  正廣 ・赤城神社～千本桜ハイキング。 

安田  勝 ・菊花香る季節になりました。 

 

稲掛 英男 

・吉田さんマリーナでの家族会お世話に

 なりありがとうございました。 

井上 正佳 ・久しぶりの昼例会ですね。 

 

 

末永  寛 

・先日のマリーナ雄琴での家族会楽しか

 ったです。吉田さん、林さんありがとう

 ございました。 

 

谷口 泰義 

・吉田さん家族会大変お世話になりま

 した。良かったです。 

出射 靖生 ・台風も終わり良い季節になりましたね。 

德田 正彦、森  正廣、井上 正佳 

谷口 泰義、王     杲、末永   寛 

中川 俊夫、稲掛 英男、上山 泰弘 

髙橋 英明、菱田 匡樹、上原 従正 

瀬田 保二、児嶋 雄二 



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 

10/26 京都東 「 自己紹介と意外と知らない百貨店のこと
色々 」          会員 田原 和也様 

（金） 京都伏見 「発酵と健康」  
(株)西利代表取締役社長 平井 誠一様 

 
京都洛西 

「カカオでつなぐ京都とフィリピン～NICCOの
台風災害復興支援の現場から～」公益社団法人
日本国際民間協力会事業部 部長  岡田克彦様 

 京都紫竹 親睦旅行の為、10/27～28に変更 
＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「故 中小路 克爾 会員 追悼例会」 

10/29 
京都西 

「『東京オリンピック競技種目 ＫＡＲＡＴＥ』 形
演武」  佛教大学空手道部監督 土屋丈司様 

４回生 梅景 唯様、３回生 小川 彩月様 

（月） 京都紫野 「故 塚本 誠一会員 追悼例会」 
小林 俊亮会員、野村 純一郎会員 

 
京都中 

「次世代医療と創薬の展望と課題」京都大学
医学研究科 分子バイオサイエンス研究室 生命
情報科学研究ユニットリーダー ジョン・ブラウン様 

 京都平安 次回の例会は１１月５日（月）の開催予定に
なります。 

10/30 京都東山 「最近のキャッシュレス化の動き」 
日本銀行 京都支店長 鈴木 純一様 

（火） 京都西南 「南極観測越冬隊の一年間」第38次45次日本
南極地域観測隊調理担当越冬隊 北田克治様 

 京都洛中 「ここまできている、胎児医療」松波総合病院 
 産婦人科周産期医療対策室長 川鰭 市郎様 

 京都洛南 「休会」＊ビジター受付はありません。 

10/31 
京都 

「庭園観察 ～観えない思いを察して～」
御庭植治㈱  代表取締役  

(植治 次期十二代) 小川  勝章様 

（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 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 ＜奉仕事業開催の為、例会変更＞ 

 京都朱雀 米山奨学生スピーチ「エントロピーの視
点から環境課題を理解する」劉 鈞易様 

11/1 京都南 「ゴルフ四方山話」  戸張  捷様 

（木） 京都北 ｢能は素敵で面白い｣ 
能楽師 観世流シテ方 杉浦 豊彦様 

 京都洛北 「野生動物保護に今必要なこと」京都市 
動物園副園長 獣医師 坂本 英房様 

 
京都洛東 

「RYLAに参加して」 
2017-18年度RYLA受講生 山根 綾夏様 

谷本健太郎様 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

-会員スピーチ- 
「ロータリー財団について」 

太田 和夫会員   

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 「私の人生とロータリー」 
会員 津田 定明様 

 京都さくら ～会員スピーチ～「税金よもやま話」 
 川波 彰会員 

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/ 


