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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 祇園きさらぎたかし １８：３０～ 

  １月 ３日（木）  休会 

  １月１０日（木）  理事役員会 

  １月２４日（木）  例会場が２Ｆ「カサネ」に変更。 

  １月２６日（土）  新年会 桃園亭 １８：００～ 

◆地区行事 

 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） 

 2月 ９日（土） 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

 12：30受付 13：30～16：00 京都商工会議所 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３７８回例会  ２０１８年１２月１３日（木）   Vol.２９-２０ 

 理事役員会 

日 時 2018 年１２月６日(木)17:00 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰH 
出席者 万殿、髙橋、太田、田中、井上、吉田、 
 中川、児嶋、末永、出射の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．後期会費請求について 
３．第２回クラブ協議会について 12/27（木） 
４．第３回クラブ討論会について（職業奉仕）1/24（木） 
５．クリスマス家族例会について 12/22（土） 
６．国際学生の家の協力金について 
７．新入会員歓迎会について  12/27（木） 
８．新年会について   1/26（土） 
９．札幌真駒内ＲＣ創立４５周年記念 
 「移動夜間例会」について 2/20～2/22 
10．三田 昌資会員の委員会配属について 
11．万殿会員地区委員（財団資金推進委員会）派遣について 
12．３０周年について 
13．例会休会および休局について 
14．会員増強について 
15．その他  米寿のお祝いについて   

 プログラム  炉辺会合の報告 

2018-19年度 第２回炉辺会合２班の報告 
 

開催日時  2017年11月29日（木）18時  

場   所  畑かく 

出 席 者 菱田会員 稲掛会員 井上会員 田中会員 

 王会員   万殿会員 

 烏丸鞍馬口の「畑かく」さんで解禁したてのぼたん鍋を

囲んで第2班炉辺会合を 

開催しました。 

 今回は王会員にもご参加

いただき第2班+１で「会員

増強と30周年記念事業」の

話題で大いに盛り上がること

ができました。参加の皆様

ありがとうございました。 
 

報告者 第2班 万殿慎二 

 

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 「たき火」 

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 

   出射 靖生会員、吉田  修会員 

「会員スピーチ」 

閉会点鐘    13：30   

１．名誉会員の大森英彦会員が１２月９日ご逝去されました。

 （享年８１歳）謹んお悔やみ申し上げます。 

２．１２月６日（木）に行いました年次総会において、信任

 投票により、次の方が次年度役員として満場一致で承認

 されました。 

 会長  髙橋英明 会長ｴﾚｸﾄ 万殿慎二 

 副会長  山本拓生 直前会長  内田勝彦 

 幹事  井上正佳 会計 田中 守 

 ＳＡＡ  吉田 修 

 出席者： 藤井、林、菱田、出射、稲掛、井上、 

   鎌野、児嶋、万殿、松尾、森、中川 

   太田、三田、千田、瀬田、末永、髙橋 

   田中、谷口、德田、上原、上山、王、 

   安田、吉田 

３．１２月８日（土）「きぬがわ」において、次年度役員会

 が開催されました。 

４．本日例会終了後、３０周年実行委員会を開催します。 

５．次週、１２月２０日（木）の例会を変更し、２２日 に

 クリスマス家族例会を開催します。 

６．１２月２７日（木）祇園きさらぎたかしにおいて、 

 織田会員、三田会員の歓迎会を開催します。 

 多数のご参加お願いいたします。 

 幹事報告 

今日の歌   

 「たき火」 
 

垣根の垣根の 曲がり角 

たき火だ たき火だ 落葉たき 

あたろうか あたろうよ 

北風ピープー ふいている 

 

織田会員、三田会員 

「新入会員歓迎会」のご案内 
 

日時： １２月２７日（木）１８：３０～ 
 

場所： 祇園きさらぎたかし  
  東山区祇園月見町25   075-561-5083 
 

会費： お酒少しの方 １２,０００円 
 お酒沢山の方 １５,０００円 

   

「新年会」のご案内 
 

日時： １月２６日（土） １８：００～ 
 

場所： 桃園亭 河原町通四条下る西側 
 

会費： １０，０００円 



【 】 小計 4,000円   今年度累計 116,000円 
目標額 400,000円 達成率 29％ 

BOXへ 

 次回の例会 １２/２２（土） 

「クリスマス家族例会」 
京都センチュリーホテル 

１７：３０受付 １８：００～ 

 前回例会報告 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 323,200円 
目標額 613,800円 達成率 53％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田   修、鎌野 孝和 

【 】  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   

 

万殿 慎二 

・井上さん先日はたいへんお世話になり

 ました。 

１２月は疫病予防と治療月間 

【ニコニコ箱】 小計 42,000円 今年度累計 638,400円 
目標額 1,300,000円 達成率49％ 

万殿 慎二 ・年次総会、よろしくお願いいたします。 

  林  良訓 ・理事、役員会欠席おわび。 

 

菱田 匡樹 

・万殿さん、先日の炉辺会合大変お世話に

 なりました。 

 

王   杲 

・瀬田先生、昨日大変お世話になりました。

 有難う御座いました。 

 

 

松尾 義平 

・米寿の御祝有難う御座いました。 

 上山委員長、スピーチさせて頂きありが

 とう御座いました。 

BOXへ 末永  寛、鎌野 孝和、稲掛 英男 

吉田  修、井上 正佳、三田 昌資 

 前回例会出席報告  

１２月６日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（７名）８６．６７％  
ご来客 ０名 
１１/２２ＭＵ後の出席率 ９３．３３％ 

谷口 泰義 

 

・絆を大切にしたいと思います。 

 児嶋 雄二 ・ルーブル美術展に行って来ました。 

  

森  正廣 

・愛知県かに江町、小さい街のわりに 

 神社の多い街。 

鎌野 孝和 ・久しぶりです。 

太田 勝彦 ・今日は寒いです。 

 

吉田  修 

・師走に入りました。風邪をひかぬよう 

 にして突っ走りましょう。 

 

出射 靖生 

・週末はひえ込みます。 

 体調にご用心。 

井上 正佳 ・週末の寒気にご注意を！ 

BOXへ 三田 昌資、井上 正佳、稲掛 英男 

出射 靖生、鎌野 孝和、田中  守 

 

王   杲 

・藤井さん、先日大変お世話になりました。 

 有難う御座いました。 

 

王   杲 

・三田さん昨日大変お世話になりました。 

 有難う御座いました。 

田中  守 ・万殿さん、炉辺お世話になりました。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 447,000円 
目標額 744,000円 達成率 60％ 1人当たり24,000円以上 

「年次総会」 

BOXへ 三田 昌資、末永  寛、德田 正彦 

髙橋 英明、田中  守、稲掛 英男 

安田  勝 ・今年もはや１２月になりました。 

吉田  修 ・何かいいことの予感！！ 

 

千田  適 

・今年もあとわずかとなりました。 

 お体大切に。 

上原 従正 ・師走を迎えて。 

万殿 慎二 ・炉辺会合第２班、大変楽しみました。 

德田 正彦 ・師走になりました。 

森  正廣 ・もう１２月ですね。 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

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１７日（月） 京都紫野ＲＣ、京都平安ＲＣ 
１２月１８日（火） 京都東山ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
１２月１９日（水） 京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
１２月２０日（木） 京都北ＲＣ、京都さくらＲＣ 
１２月２８日（金） 京都東ＲＣ、京都伏見ＲＣ 
  以上、ビジター受付はありません。 



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 

12/14 
京都東 

 「京都東ロータリークラブ会員をお洒落に 
 する大作戦！」  ㈱髙島屋 京都店  

ストアーコンシェルジュ 庄田 文緒様 

（金） 京都伏見 「年末家族会」開催のため、例会臨時変更 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛西 「職業奉仕に因んで」   会員 末広 秀圭様 

 京都紫竹 「歴史シリーズ① 日本刀の歴史」 
古武術柳生月神流三段 宮崎 正久様 

 京都乙訓 「年忘れ家族親睦会」例会日時変更。 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

12/17 
京都西 

「もし大学病院の外科医がドラッカーの『マネジメン
ト』を読んだら」 京都大学 肝胆膵移植外科･臓器 

移植医療部 准教授 診療科長海道 利実様 

（月） 京都紫野 「年忘れ家族例会」の為、15日（土）に変更 
＊ビジター受付はありません。 

 
京都中 

「三条大橋の補修・修景について」 
京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進 

課橋りょう第一係長 平野 孝明様 

 京都平安 18：30 「クリスマス例会」 
 ＊ビジター受付はありません。 

12/18 京都東山 年忘れ家族例会例会のため、時間臨時変更 
＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南  第２回クラブアッセンブリー  
(上半期締め括り・下半期計画) 

 京都洛中 忘年家族会の為、例会時間臨時変更。 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛南 「休会」＊ビジター受付はありません。 

12/19 
京都 

「茶壷に追われて～宇治茶のこぼればな 
 し」宇治茶伝道師、宇治商工会議所 

 副会頭  小山  茂樹様 

（水） 京都西北 「 ふろしき文化 」 
元佛教大学学長 福原 隆善様 

 京都北東 「クラブデー」 

 京都嵯峨野 ＜年末家族例会の為、例会変更＞ 
＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 12/19（水）⇒12/22（土）へ例会日変更 
＊ビジター受付はありません。 

12/20 

 
京都南 年末会員家族懇親会のため例会変更 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（木） 京都北 ～年忘れ家族会の為、例会時間変更～ 
 ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「日本代表として世界に挑戦」  女子 
プロテニスプレーヤー 加藤 未唯様 

 京都洛東 「年忘れ家族会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

年末家族例会の為、例会日時臨時変更 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

～年忘れ家族親睦会～ →２２日（土） 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら 「年末家族例会」 
＊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/ 


