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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 

 
1１-１２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会長杯争奪野球大会 

 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～ 

 京都センチュリーホテル ２℉ 「ラジョウ」 

 １２月 ６日（木） 年次総会 

◆地区行事 

 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 

 １１月２０日（火） 京都市内24ＲＣ連絡協議会第2回会長幹事会 

 「萬重」 17：30受付  18：00～ 

 １１月２４日（土） 指導者育成セミナー 京都商工会議所 

 受付13：00 13：30～16：30 

 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３７３回例会  ２０１８年１１月１日（木）   Vol.２９-１５ 

１．１０月２８日（土）地区ＲＬＩパートⅢ研修会が

 開催され、髙橋会長エレクトが出席されました。 

２．本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

３．１１月３日～５日、台湾三重中央ＲＣ創立３０周年

 記念例会が行われます。当クラブより会員をはじめ

 ３３名が参加します。 

４．１１月３日（土）小畑川グランドにおいて「第２６

 回京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会」開会式が行わ

 れます。髙橋会長エレクトが出席されます。 

５．次週の例会は休会です。 

６．１１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時から京都センチュリー

 ホテル２階「ラジョウ」において、懇親会を開催し

 ます。 

７．１１月１５日（木）例会終了後、創立３０周年実行

 委員会が開催されます。 

 幹事報告 

 プログラム 

開会点鐘    12：30                               

国家「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

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 

  「THE THOUSAND KYOTOについて」  

   京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社                        

  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 

閉会点鐘    13:30   

 スピーカーのご紹介 

櫻井 幹員
さ く ら い  み き か ず

 様 
 

・1959年生まれ。和歌山県伊都郡出身 

・高校卒業後上京。様々なアルバイトを経験後、 

 ホテル業界に就職。 

・セゾングループのサホロリゾート、インターコン 

 チネンタル東京ベイ、リゾートトラストのエクシ 

 ブ琵琶湖、グランドエクシブ初島クラブ 

  以上など７ホテルを経て 

2006年 ザ・ビー神戸 ホテル支配人 

2007年 サンマリーナホテル総支配人（沖縄） 

2009年 キロロアソシエイツ社長兼総支配人（北海道） 

2013年 白良荘グランドホテル総支配人（南紀白浜） 

2014年 京都タワーホテル執行役員 総支配人 

2018年 京都センチュリーホテル執行役員 総支配人 

 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。 
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。 
 

 30周年実行委員会より報告 

 お知らせ

 １０月２５日（木）例会終了後、３０周年実行委員会
のメンバー万殿副実行委員長、森会員、井上会員、髙橋
の計４名で京都市立西総合支援学校を訪問してきま 
した。校長ならびに担当の先生方とお会いし、色々と
学校としてのご要望などをお聞きしました。 
 現時点では３０周年記念事業として行うかどうかは
未定ですが、実行委員会として内容を検討していきた
いと考えております。今回の内容は２つあります。 
 まず、１つ目が学校内にある和室から庭へと続く
ウッドデッキの作製です。このウッドデッキを作るこ
とによって障がい者の父母ならびに地域の方々との 
交流の場にしたいとの意向があります。 
 ２つ目は障がい者の描いた絵画を画廊で展示会をし
て広く一般の方々に見ていただくことです。訪問した
時の校長先生のお話では、子供たちは自分の描いた 
絵画が他の人に評価されたり、褒められることを大変
喜ぶと話されていました。 
 写真は同校の小学生が描
いた花火の絵です。この
絵はパラリンアート世界
大会において優秀賞をと
ることができました。 
夏休みに淀川花火大会を 
見た後、学校へ来てからも
毎日の様に「花火 花火」
というので、それなら 
花火の絵を描いてみよう
と言うことになり今回の
作品となりました。授賞
式は東京の帝国ホテルで
行われ本人も参加したと
の事です。 
 現時点では検討中の 
事項ばかりですが、次年度にむけて一歩つづ事業計画
を進めております。 

（報告：髙橋会長エレクト） 



【 】 小計 8,000円   今年度累計 94,000円 
目標額 400,000円 達成率 24％ 

BOXへ 

 次回のスピーチ １１/１５（木） 

  

 クラブ・デー 
 第５回クラブ討論会（財団・米山） 

 前回例会報告 

【 】 小計 24,000円 今年度累計 244,000円 
目標額 613,800円 達成率 40％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

山本 拓生、太田 勝彦、吉田  修 

鎌野 孝和 

【 】  小計 10,000円  今年度累計  58,000円 

目標額 62,000円 達成率 94％ 1人当たり2,000円以上   

クラブデー 
第４回クラブ討論会 

 

 台湾訪問について 
 

 

日程   １１月３日（土・祝）～５日（月） 
 
〇航空機（チャイナエアーライン） 
 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） 
〇バス（関空⇔京都）明星観光バス 
  ① 洛西：5：20出発 京都エミナース前 

 境谷大橋バス停付近 東行き 
  ② 桂 ：5：40出発 マクドナルド五条桂店東  
  ③ 京都駅八条口： 6：00出発 

○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)  

○参加者 
 菱田、児嶋、万殿、森、織田、德田、内山の各会員 
 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
（太会員友人）、事務局 計33名 

 

森  正廣 

・福島県伊達マラソン秋晴れで最高で

 した。 

安田  勝 ・クラブの発展を願って。 

BOXへ 上山 泰弘、稲掛 英男、出射 靖生 

井上 正佳、万殿 慎二、鎌野 孝和 

内田 勝彦 ・三田さん、末永くよろしくお願いします。 

谷口 泰義 ・台湾訪問の皆様ごくろうさんです。 

１１月はロータリー財団月間 

 前回例会出席報告  

１０月２５日（木）例会  

会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 ２４名（５名）８８．８９％  
ご来客 ２名 

安田  勝 ・末永さん何時もお世話になります。 

吉田  修 ・安田純平さんの解放を祝す。 

藤井文治郎、林  良訓、鎌野 孝和 

内山 正元、吉田  修、 【ニコニコ箱】 小計 34,000円 今年度累計 444,400円 
目標額 1,300,000円 達成率34％ 

東京田無ＲＣ 

小峰 立丸様 

・お世話になります。 

 

内田 勝彦 

・本日の討論会 

 よろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・林さんあらためて先日の合同家族会では

 お世話になりました。 

林  良訓 ・先週は大変でした。 

井上 正佳 ・朝夕寒くなりました！！ 

德田 正彦 ・お米の収穫終りほっとしました。 

 

出射 靖生 

・台風２６号はフィリピンへ行きそうで

 すね。 

 

森  正廣 

・今年の大学ゼミ旅行は「あづみ野温泉」

 でした。 

 

内山 正元 

・昨日の月はきれいでした。 

 今宵は、満月のはずです。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、上山 泰弘 

鎌野 孝和、児嶋 雄二、髙橋 英明 

太田 勝彦、菱田 匤樹 

 

 

内田 勝彦 

・上原さん、安田さん、稲掛さん、児嶋さん

 田中さん、瀬田さん、林さん、鎌野さん、

 米山功労者おめでとうございます。 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 342,000円 
目標額 744,000円 達成率 46％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、万殿 慎二 

井上 正佳、出射 靖生、稲掛 英男 

上山 泰弘、末永  寛 

ＲＬＩパートⅡ研修会 
終了書を授与 
髙橋会長エレクトと内田会長 

バナーの贈呈 
東京田無ＲＣ 小峰 立丸様 



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 

11/2 京都東  「ロータリー財団月間に因んで」 
会員 湊 小太郎様 

（金） 
京都伏見 

「小児がんとたたかうこどもたちのために」 
京都府立医科大学大学院医学研究科 

小児科学 助教 柳生 茂希様 

 
京都洛西 

「長大トンネルの測量について」 
㈱田中測量設計事務所 代表取締役 

京都西北ＲＣ会員 田中 達人様 

 京都紫竹 「健康・医療シリーズ① 健やかに生きる」 
ナホトカＲＣ会員  瀬戸山元一様 

 京都乙訓 「地区ＲＬＩについて」 
地区ＲＬＩ委員会 委員 安居 継彦様 

11/5 京都西 「二宮金次郎像のメッセージ」 
京都産業大学経済学部教授 並松 信久様 

（月） 京都紫野 第4回クラブフォーラム（クラブ奉仕部門） 

 京都中 -新入会員スピーチ‐ 
濱野 公達様、樋口 濃史様、若菜章夫様 

 京都平安 「死ぬなら京都がいちばんいい」 
川口ＲＣ会員 小林 玖仁男様 

11/6 京都東山 クラブ・デー 

（火） 京都西南 クラブデー 

 
京都洛中 

「途上国の教育支援-コンサルタントの仕事
とその醍醐味-」 ロータリー財団学友  
元グローバル補助金奨学生大原 理依子さん  

 
京都洛南 

「現場で役立つ『実践マーケティング』の 
すすめ～誤った常識と古い理論の「呪縛」を
解く～」大阪ガス㈱ 主席研究員 鈴木 隆様 

11/7 京都 ‐新会員スピーチ- 
「 民放業界について 」引野 雅之様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「ドゥネイト部門第４回クラブフォーラム」 

 京都北東 「税金よもやま話し」R.I.2650地区R財団 
副委員長 小坂 文夫様 

 京都嵯峨野 「日本に来てから感じられること」 
米山奨学生 徐 子倚さん 

 京都朱雀 「RLIについて」第2650地区RLI委員会 
 委員 北尾 隆明様 

11/8 
京都南 

「日経新聞『私の履歴書』の裏側」 
日本経済新聞社  
京都支社長京都RC会員 金丸 泰輔様 

（木） 京都北 ｢仁和寺の歴史と宇多法皇の恩恵｣  
広島市 明星院 住職 八木 恵生師 

 京都洛北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛東 「エントロピーの視点から環境問題を 
理解する」米山奨学生 劉 鈞易君 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

- 会員スピーチ-  
「健康のための7つの習慣」 

松井 道宣 会員 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ －ロータリー財団月間スピーチ－  
Ｒ財団委員長 会員 津田 定明様 

 京都さくら ～会員スピーチ～「My ROTARY と 
マイロータリー」 岩村眞樹雄会員 

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/ 


