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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  
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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 

 
1１-１２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 １１月１５日（木）入会式 

 札幌真駒内ＲＣとの懇親会 18：00～ 

 京都センチュリーホテル ２Ｆ「ラジョウ」 

 １１月１９日（月） 炉辺会合第３班 「きぬがわ」 18：30～ 

 １１月２２日（木）創立３０周年実行委員会 

 １１月２９日（木） 炉辺会合第２班 

 １２月 ６日（木） 年次総会 理事役員会 

 １２月２０日（木） 例会日時変更 → ２２日（土）開催 

 １２月２２日（土） クリスマス家族例会 １８：００～ 

 京都センチュリーホテル「花鳥の間」 

◆地区行事 

 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 

 １２月１１日（火） ロータリーほろにが会 18：00～  

 ANAクラウンプラザホテル京都（さくらＲＣ） 

 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３７４回例会  ２０１８年１１月１５日（木）   Vol.２９-１６ 

１．１１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、会員をはじめ３３名が台湾を訪れ

 ました。 

２．１１月３日（土）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した。髙橋会長エレクトが

 出席されました。 

３．本日、三田 昌資君の入会式を行います。 

４．本日、真駒内ＲＣの内海会長をはじめ３名の方が

 来会です。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。ご参加 

 お願いいたします。 

５．１１月１５日（木）に開催を予定していた創立３０

 周年実行委員会が２２日（木）に変更になりました。 

６．１１月２０日（火）萬重において、 京都市内24ＲＣ

 連絡協議会第２回会長幹事会が開催されます。 

 内田会長と太田幹事が出席します。 

 幹事報告 

 プログラム 

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 

入会式 

スピーチ    13：00 

  クラブ・デー 

  第５回クラブ討論会（Ｒ財団・米山） 

    Ｒ財団・米山委員長 末永   寛会員 

閉会点鐘    13：30   

 お知らせ

 委員会報告 

 第２６回京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会 
 
  雲１つない快晴の中、開会式は予定通り午前 
８:３０から始まりました。 
はじめに、子供たちの入場行進があり、優勝旗の 
返還、選手宣誓など元気よく行われました。 
 今回で２６回目をむかえる大会は当初は１６チー
ムがありましたが、子供の減少などの原因で現在は
１１チームとなりました。選手の少ない小学校は混
合チームを作りユニフォームは違いますが、プレー
は１つの精神で出場していました。この大会では、
６年生は引退していますので、主力の選手は５年生
となり、新しくレギュラーメンバーとして、出場す
る子供たちもたくさんいます。子供たちにとっては
新人戦として位置づけられているそうです。これか
らも決勝戦にむけて皆さんの応援をお願いします。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

報告：髙橋会長エレクト 

会員誕生日お祝い 

  １日 髙橋英明会員 １６日  松尾義平会員 

 ２２日 千田 適会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １１日 田中   守会員夫人 喜美子様 

 ２２日 内山正元会員夫人 容子様 

 ２８日 中川俊夫会員夫人 美智子様 
 

結婚記念日お祝い 

  １日 出射靖生会員  ３日  山本拓生会員 

  ６日 鎌野孝和会員 １６日  森 正廣会員 
 

創業記念日お祝い 

  ５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院 

１１月おめでとうございます 

 お知らせ 

◆新入会員のご紹介  
三田 昌資（さんだ まさし）君 
１９６７年５月２４日生 
職業分類 通信業 
勤務先 ＮＩＣ㈱ 代表取締役 
    下京区立中町５０２四条ファーストビル３Ｆ 

推薦者 林  良訓会員、王  杲会員 
 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

１１月２８日（水）京都西北ＲＣ 
（11：30-12：30、翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｺﾚｸｼｮﾝＨ京都にて） 

   ビジター受付は平常通り行われます。 
 
 



【 】 小計 4,000円   今年度累計 98,000円 
目標額 400,000円 達成率 25％ 

BOXへ 

 次回の例会 １１/２２（木） 

  

 スピーカー  
  松尾 義平会員 「米寿を迎えて」 
 
  上原 従正会員  「会員スピーチ」 

 前回例会報告 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 263,000円 
目標額 613,800円 達成率 43％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

井上 正佳、太田 勝彦、吉田   修 

鎌野 孝和 

【 】  小計 4,000円  今年度累計  62,000円 
目標額 62,000円 達成率 100％ 1人当たり2,000円以上   

 

王   杲 

・京都西南ＲＣ櫻井幹員様のスピーチ 

 お楽しみ！ 

１１月はロータリー財団月間 

林  良訓 ・櫻井様のお話楽しみに。 

万殿 慎二 ・櫻井様のスピーチ楽しみです。 

藤井文治郎、田中  守 

【ニコニコ箱】 小計 39,000円 今年度累計 483,400円 
目標額 1,300,000円 達成率37％ 

京都西南ＲＣ 

櫻井 幹員様 

 

 

内田 勝彦 

・京都西南ＲＣ 櫻井様 

 本日はよろしくお願いします。 

末永  寛 ・櫻井さんのお話を楽しみに。 

田中  守 ・櫻井様のスピーチ楽しみです。 

 

菱田 匤樹 

・櫻井様のスピーチ楽しみにしており

 ます。 

 

安田  勝 

・祝 三重中央ロータリークラブ 

 創立３０周年。 

井上 正佳 ・台湾、楽しみです！！ 

谷口 泰義 ・台湾行き朝早くごくろうさんです。 

德田 正彦 ・訪台 参加者よろしく。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 357,000円 
目標額 744,000円 達成率 48％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 王   杲、鎌野 孝和、稲掛 英男 

吉田  修、田中  守 

 前回例会出席報告  

１１月１日（木）例会  

会員数 ３１名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（６名）９２．８６％  
ご来客 １名 
１０/１８ＭＵ後の出席率 ７７．７８％ 

「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 

吉田  修 ・訪台にそなえ体調をととのえています。 

太田 勝彦 ・すごい森さん１００％ですね。 

千田  適 ・本日、途中退席お詫び。 

德田 正彦 ・秋の収穫に感謝。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、児嶋 雄二 

 

内田 勝彦 

・いよいよ明後日、台湾出発ですね。 

 皆様よろしくお願いします。 

 

上原 従正 

・三重中央ＲＣの３０周年記念を祝って

 きます。 

鎌野 孝和 ・訪台の皆様ご無事なご旅行を！！ 

吉田  修 ・いよいよ訪台、皆様お世話になります。 

内山 正元 ・万殿さん、台北ではお世話になります。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、田中  守 

井上 正佳 

森  正廣 ・いよいよ台湾行きですね。 

山本 拓生 ・髙橋さん誕生日おめでとうございます。 

 

万殿 慎二 

・訪台の皆様明後日より、よろしくお願い

 いたします。 

林  良訓 ・訪台の皆様楽しんできて下さい。 

内田 勝彦 ・たばこどうしましょうか？ 

 

 台湾の報告は後日 
 週報に掲載させて 
 いただきます。 



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 

11/16 
京都東 

 「髙島屋インテリア事業１４０年の歩 」（皇室と
の関わり～京都迎賓館）髙島屋ｽﾍﾟー ｽｸﾘｴｲﾂ㈱ 

 専務取締役営業本部長  浅野 吉丸様 

（金） 京都伏見 「御縁の橋渡し」   
吉田山荘女将 中村 京古様 

 京都洛西 「高雄壽山RC創立28周年訪問報告」 
高雄壽山RC訪問者 

 京都紫竹 「健康・医療シリーズ② 好ましく生きる」 
ナホトカＲＣ会員 瀬戸山元一様 

 
京都乙訓 

「ごまで世界平和 SDGｓを活用したビジネス
スタイル」㈱わだまんサイエンス 代表取締役 

京都西ＲＣ会員 深堀 勝謙様 

11/19 京都西 「伊藤若冲《菜蟲譜》とともに歩む」 
吉澤記念美術館学芸員 末武さとみ様 

（月） 
京都紫野 

「RID2650青少年奉仕委員会の現状」 
 R.I.第2650地区 青少年奉仕委員長 

（湖南R.C.会員） 石原 久歳様 

 
京都中 

音楽例会 「歌で巡るヨーロッパ」 
点字指導・ソンガー 北山眞路子様 

ピアノ 橋本   尚様 

 京都平安 「企業再生」  京都平安ＲＣ会員 上中康司様 

11/20 京都東山 クラブ・フォーラム（ロータリー財団） 
担当 ロータリー財団委員長 布施 栄一様 

（火） 京都西南 ロータリー財団フォーラム 

 京都洛中 「未定」RI第２６５０地区 財団奨学金 
委員長 京都洛西RC会員 平岡 弘行様 

 京都洛南 「休会」＊ビジター受付はありません。 

11/21 

京都 

― 新会員スピーチ  
「今京都に恋しています」北川 公彦君 
「実録！なにわのハリウッド二つの 

大逆転劇！」滝本 一博様 

（水） 
京都西北 

例会場変更 ＊ビジター受付はありません。 
～新入会員スピーチ～ 
「 これからの税理士 」会員 久乗 一姫様
「 私の仕事 」       会員 松山 尚樹様 

 京都北東 「休会」＊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 「休会」＊ビジター受付はありません。 

11/22 京都南 「豊岡の挑戦～Local & Global～」 
豊岡市長 中貝 宗治様 

（木） 京都北 「休会」*ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「私たちの仕事－弁理士」京都国際特許 
事務所所長 弁理士 小林 良平様 

 
京都洛東 

「国際奉仕について」RI第2650地区 
インターアクト委員会委員長・会員  

中村 廣良君 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 「企業の不祥事はなぜ起こるのか？」 
 同志社大学大学院教授 蔵本 一也様 

 
京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 

「関西の帰国子女事情～保護者による 
ボランティア活動30年～」関西帰国生 

親の会かけはし 元代表 松本順子さん 

 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/ 


