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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 

 
1２-１月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 １２月 ６日（木） 年次総会 理事役員会 

 １２月 ８日（土） 次年度役員会 １８：００～ きぬがわ 

 １２月１２日（水） 炉辺会合１班 １８：３０～ 

 １２月１３日（木） ３０周年実行委員会 

 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」 

 １２月２７日（木） 第２回クラブ協議会（上半期締め括り） 

 新入会員歓迎会 

  １月２４日（木） 例会場が２Ｆ「カサネ」に変更。 

◆地区行事 

 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） 

 １２月１６日（日） 奈良女子大学附属中等教育学校IAC 

 認証伝達式 14：00～15：20  

 懇親会 15：40～16:30 

 １月 ８日（火） ロータリーほろにが会 18：00～  

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都（京都伏見ＲＣ） 

 １月２７日（日） 第９回国際親善交流餅つき大会 

 11：00～13：30 京都外国語大学内 

 （京都西ＲＣ主催） 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３７７回例会  ２０１８年１２月６日（木）   Vol.２９-１９ 

 プログラム  

 
札幌真駒内ＲＣとの懇親会 

 
 １１月１５日、札幌真駒内ロータリークラブの
内海会長、齋藤副会長、山内会長エレクトの３名様
が新体制の報告と義援金のお礼にお見えになり、
例会に出席いただきました。 
 その夜は有志の方々と札幌真駒内ロータリー 
クラブの方とセンチュリーホテルにて歓迎の晩餐
会が催事されました。ざっくばらんな意見交換を
皆が楽しみ、長年の友好が成せる事だと感服いた
しました。 
 先鞭を築いて頂きました先輩の方々に感謝いた 
します。この様な姉妹関係を次年度につないで 
いくべき使命を感じるひと時でした。 

 
報告：太田幹事 

 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。 

 

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 

   「年次総会」 

 

閉会点鐘    13：30   

１．本日は年次総会です。例会終了後、 １２月度理事

 役員会を行います。 

２．次週例会終了後、３０周年実行委員会を開催します。 

３．１２月２０日（木）の例会を変更し、２２日（土）

 にクリスマス家族例会を開催します。 

４．１２月２７日（木）織田会員、三田会員の歓迎会を

 開催します。多数のご参加をお願いいたします。 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

１２月１２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） 
１２月１４日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて） 
１２月１４日（金）京都乙訓ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ｴﾐﾅｰｽ1階にて） 
１２月１８日（火）京都洛中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
１２月２０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） 
１２月２０日（木）京都洛東ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都にて） 
１２月２０日（木）京都モーニングＲＣ 
（7：00-8：00、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
１２月２０日（木）京都イブニングＲＣ 
（17：00-18：00、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて） 

以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 

１２月１２日（水） 京都北東ＲＣ 
１２月１７日（月） 京都紫野ＲＣ、京都平安ＲＣ 
  以上、ビジター受付はありません。 



【 】 小計 6,000円   今年度累計 112,000円 
目標額 400,000円 達成率 28％ 

BOXへ 

 次回の例会 １２/１３（木） 

出射 靖生会員、吉田  修会員 
 

「会員スピーチ」 

 前回例会報告 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 311,200円 
目標額 613,800円 達成率 51％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田   修、井上 正佳 

【 】  小計   0円  今年度累計  64,000円 

目標額 62,000円 達成率 103％ 1人当たり2,000円以上   

内田 勝彦 ・次週例会欠席おわび。 

１２月は疫病予防と治療月間 

藤井文治郎 ・室谷さんのお話し楽しみです。 

【ニコニコ箱】 小計 26,000円 今年度累計 596,400円 
目標額 1,300,000円 達成率46％ 

 

内田 勝彦 

・日本熊森協会会長 室谷悠子様、本日は 

 よろしくお願いします。 

  井上 正佳 ・室谷様、スピーチ楽しみにしております。 

太田 勝彦 ・室谷様のお話楽しみに。 

瀬田 保二 ・室谷様のお話しを楽しみに。 

万殿 慎二 ・室谷さんのスピーチ楽しみです。 

吉田  修 ・室谷様のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 出射 靖生、田中  守、吉田  修 

稲掛 英男、万殿 慎二 

 前回例会出席報告  

１１月２９日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２４名（５名）８５．７１％  
ご来客 ２名 
１１/１５ＭＵ後の出席率 ８９．６６％ 

田中  守 ・室谷悠子さんのスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・室谷様のスピーチ楽しみに。 

 

菱田 匤樹 

・日本熊森協会 室谷様おこしいただき

 ありがとうございます。 

 

 

吉田  修 

・新年を避けて11/25吉田家家族会をおこ

 ないました。１３人が楽しく集いまし

 た。 

万殿 慎二 ・織田さんおひさしぶりです。 

出射 靖生 ・今年もあと1ヶ月で終わりですね。 

 

上原 従正 

・児嶋会員、昨日楽しんできました。 

 有難うございました。 

児嶋 雄二 ・室谷さんのスピーチ楽しみに 

稲掛 英男 ・室谷悠子様のスピーチ楽しみに。 

三田 昌資 ・室谷様のスピーチ楽しみにしてます。 

織田 鉄也 ・大変反省しています。 

 

森  正廣 

・松浦鉄道に乗って、有田、伊万里、平戸 

 佐世保、唐津の旅。 

BOXへ 井上 正佳、田中  守、三田 昌資 

稲掛 英男 

 

森  正廣 

・福岡県みやま市清水山もみじハイキング、

 清水寺もあります。京都と関連有。 

内田 勝彦 ・未来のボランティアリーダーの為に。 

末永  寛 ・室谷さんのお話しを楽しみに。 

内田 勝彦 ・祝 マリン同好会！ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 431,000円 
目標額 744,000円 達成率 58％ 1人当たり24,000円以上 

安田  勝 ・炉辺会合欠席お詫び。 

 

 

クリスマス家族例会のご案内 
 

日 時： ２０１８年１２月２２日（土）  
   １７：３０受付、１８：００より 
 
場 所： 京都センチュリーホテル 
 
会 費： 会 員 １０，０００円 
  ご家族  ８，０００円 
 
出演者： ピアノ  大渕 雅子様 
 オーボエ  小谷麻理子様 
 ファゴット 西浦  豊様 
 

 「ピアノとオーボエとファゴットの 
          クリスマスコンサート」 
  〜木管楽器の温かい音色に 
          つつまれて〜 

 

一般財団法人日本熊森協会  
      会長 室谷 悠子様 
「日本の森林を守れ！未来のこどもたちのために」 

谷口 泰義 ・もうすぐ師走ですね。 

王   杲 ・タイの旅行楽しかった。 



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 

12/7 京都東  ―イニシエーションスピーチ―「 自己紹介と 
 京寿司のお話 」   会員 佐々木勝悟様 

（金） 京都伏見 ～情報集会報告～  
松田ロータリー情報委員長 

 京都洛西 「絶滅危惧業種 地域電器店のサバイバル」 
京都府電機商業組合 理事長 牧野 伸彦様 

 京都紫竹 「第３回クラブ協議会 上半期進捗状況の 
検討と後半のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討」 

 京都乙訓 「年次総会」 

12/10 京都西 「これからの京都」 
京都産業大学法学部教授 山田 啓二様  

（月） 京都紫野 「来年の干支について」   山口 琢也会員 

 京都中 「故 篠田宏一会員 追悼例会」  会員  
服部 裕様、平井 達雄様、田村 國勝様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、１２月１７日（月）の開催予定
になります。 

12/11 京都東山 クラブフォーラム（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 
担当 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 今村 晋平様 

（火） 

京都西南 

「グローバリゼーション、そして日本と中国」  
～あまり言われない中国の現状の報告～  

公益財団法人 応用科学研究所副理事長 
久保 愛三様 

 京都洛中 「おいしさの要因」 
懐石 近又 七代目当主 鵜飼 治二様 

 
京都洛南 

「死ぬなら京都がいちばんいい」 
「二木屋」主人 川口ＲＣ会員  

小林玖仁男様 

12/12 
京都 

「医師会と地域包括ケア構想 」 
医療法人 同仁会(社団) 京都九条病院 

理事長 松井  道宣様 

（水） 京都西北 「京都西北ローターアクトクラブとの合同 
 例会及び忘年家族会」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都北東 「親睦家族例会」開催のため例会日時変更 
＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 ～マナー講座６～「お節料理あれこれ」 
会員 名井 得郎様 

 
京都朱雀 

クラブ・デー  
地区学友委員会 京都南RC 那須 信孝様 

会員増強委員会 増田  典様 

12/13 

 京都南 
「日本初の人工ふ化で誕生したウミウと 
 目指す『放ち鵜飼プロジェクト』」 

宇治川の鵜飼 鵜匠 澤木万理子様 

（木） 京都北 ｢最新の脳梗塞治療｣ 京都赤十字病院  
脳神経外科部長 永金 義成様 

 京都洛北 クラブデー  
「多文化共生」 会員 北村 隆嗣様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「日本代表として世界に挑戦」 
女子プロテニスプレイヤー 加藤 未唯様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「ハラスメントについて」 
会員 萩原 暢子様 

 京都さくら 会員スピーチ  「未定」大森  剛様 
    

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/ 


