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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 
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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）  現次年度理事役員会 

  １月１７日（木）  ３０周年実行委員会 

  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～ 

  ２月２０日（水）～ 札幌真駒内ＲＣ創立４５周年 移動夜間例会 

  定山渓温泉 花もみじ 

◆地区行事 

 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１９日（土） 第2回青少年奉仕担当者会議 12：30受付 

 13：00～16：00 京都商工会議所 

 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１３７９回例会  ２０１８年１２月２２日（土）   Vol.２９-２１ 

 プログラム  

 

開会点鐘    18：00                              

ロータリーソング 「四つのテスト」 

今日の歌 「きよしこの夜」 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  内田会長 

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

閉会点鐘  18：30 

 

＜クリスマス家族会＞ 

開会の挨拶 内田会長 

「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〜 

 

 乾杯 髙橋会長ｴﾚｸﾄ 

 食事歓談  

 「ジプシールンバ」 

閉会挨拶 万殿副会長 

 「手に手つないで」  

 「お正月」  吉田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  

 

１．次年度理事メンバーが決定いたしましたので、 

 お知らせいたします。 

 ｸﾗﾌﾞ管理･運営（親睦）  上原 従正 

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（職業奉仕） 中川 俊夫 

 社会奉仕  末永  寛 

 青少年奉仕  森  正廣 

 国際奉仕  王   杲 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山  児嶋 雄二 

 広 報  菱田 匤樹  

２．次週の例会は第２回クラブ協議会（上半期の締め括

 り）を行います。理事役員各位おかれましては上期

 の活動報告を３分ほど発表をお願いします。 

３．１２月２７日（木）１８時半から、「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。 

 幹事報告 

 出演者のご紹介 

 
大渕 雅子様 ＜ピアノ＞ 

東京芸術大学附属音楽高等学校卒業。 

京都市立芸術大学を経て、同大学院修了。 

ドイツ国立シュトゥットガルト音楽大学を 

最優秀で卒業後、同大学講師を務める。 

第57回「ドイツ音楽大学コンクール」室内楽

部門第1位。現在、同志社女子大学嘱託講師。 

 

小谷麻理子様 ＜オーボエ＞ 

京都生まれ。同志社女子大学音楽科卒業。 

同大学音楽学会《頌啓会》特別専修生修了。

ミュンヘン国立音楽大学大学院に留学。 

なにわ芸術祭＜新進音楽家競演会＞では、 

新人賞、大阪府知事賞、同市長賞を受賞。 

現在、大阪交響楽団副首席奏者。 

 

西浦  豊様 ＜ファゴット＞ 

京都市立芸術大学音楽学部卒業。ファゴット

を光永武夫、仙崎和男の両氏に師事。 

ファゴット・コントラファゴット奏者として

の演奏にとどまらず、オーケストラや吹奏楽

の指揮者としても活動している。 

現在、大阪交響楽団副首席ファゴット奏者。 

 
コモエスタヌキ様 ＜ルンバ＞ 

コモエスタヌキ様は、ジプシールンバを一筋
に２０年間演奏している日本のルンベーロ 
です。 
ルンベーロ（Rumbero）とは、スペイン語で 
ルンバ専門の演奏者という意味です。そして
ジプシールンバは、スペインや南フランスで
その土地柄や時代を反映しながら、大衆音楽
として地元に密着し演奏されています。
http://comoestanuki.com/  

 

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 

 クリスマス家族例会 



「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〜 
 

プログラム 

 

〜クリスマスソング〜 

  きよしこの夜 

  サンタが町にやってきた 

  ホワイトクリスマス 

 

 

〜楽器の紹介〜 

  ＊ピアノ  

   ショパン 英雄ポロネーズ 

  ＊ オーボエ  

   チャイコフスキー 「白鳥の湖」より 

  ＊ ファゴット  

   ウェーバー「ファゴット協奏曲」より 

 

〜フランス音楽の世界〜 

  プーランク ピアノとオーボエ、ファゴットのためのトリオ 

 

「四つのテスト」 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情深めるか 

みんなのためになるかどうか 

 
 

「きよしこの夜」 

きよしこの夜 星はひかり 

すくいの御子は まぶねの中に 

ねむりたもう いとやすく 

 
 

「お正月」 

もういくつ寝ると  お正月 

お正月には  凧あげて 

こまを回して  遊びましょう 

早く来い来い  お正月 

 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

１２月２５日（火） 京都洛中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
 １月 ７日（月） 京都中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
   以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 
１２月２５日（火） 京都東山ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
１２月２６日（水） 京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
   京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
１２月２７日（木） 京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 
   京都洛東ＲＣ、京都さくら 
   京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 
１２月２８日（金） 京都東ＲＣ、京都伏見ＲＣ 
   京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 
   京都乙訓ＲＣ 
１２月３１日（月） 京都西ＲＣ、京都紫野ＲＣ 
   京都中ＲＣ 
 １月 ４日（金） 京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 
   京都乙訓ＲＣ 
 １月 ７日（月） 京都紫野ＲＣ 
 １月１０日（木） 京都さくらＲＣ 
 １月１１日（金） 京都東ＲＣ 
 １月１６日（水） 京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
 １月１７日（木） 京都さくらＲＣ 
 １月２３日（水） 京都朱雀ＲＣ 
 １月２４日（木） 京都イブニングＲＣ 
   以上、ビジター受付はありません。 



【 】 小計 2,000円   今年度累計 118,000円 
目標額 400,000円 達成率 30％ 

 次回の例会 １２/２７（木） 

クラブ・デー 
第２回クラブ協議会（上半期締め括り） 

 前回例会報告 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 334,200円 
目標額 613,800円 達成率 54％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【 】  小計 2,000円  今年度累計  66,000円 
目標額 62,000円 達成率 106％ 1人当たり2,000円以上   

吉田  修 ・髙橋さん、先日はお世話になりました。 

 炉辺会合の報告 

 

2018-19年度 第２回炉辺会合１班の報告 
 

 12月12日、祇園にて松尾会員、藤井会員、児嶋会員

出射会員、上山会員、山本会員、太田の7名で 炉辺

会合を行いました。 

 美味しい料理に皆さん会話も弾み政治から経済、  

病気ネタや下ネタまで勿論、会員増強の話もいたしまし

た。 

 松尾会員もびっくりするほど召上がっておられました。

益々元気になってる松尾会員を見て一同安心したよう

な感心したような夜でした。 

 
  

報告者 第１班 太田 勝彦 

  

１２月は疫病予防と治療月間 

【ニコニコ箱】 小計 24,000円 今年度累計 662,400円 
目標額 1,300,000円 達成率51％ 

 

内田 勝彦 

・大森英彦名誉会員のご冥福をお祈り申し

 上げます。 

BOXへ 吉田  修、千田  適、三田 昌資 

鎌野 孝和、井上 正佳、稲掛 英男 

 前回例会出席報告  

１２月１３日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２５名（６名）８６．２１％  
ご来客 ３名 
１１/２９ＭＵ後の出席率 ８９．２９％ 

末永  寛 ・大森さんのご冥福をお祈りいたします。 

 

鎌野 孝和 

・大森さんを失い淋しい限りです。 

 心からご冥福をお祈りいたします。 

出射 靖生 ・本日スピーチさせていただきます。 

 

髙橋 英明 

・出射先生、吉田先生のお話楽しみにして

 ます。 

児嶋 雄二 ・出射さんのスピーチ楽しみに。 

BOXへ 千田  適、三田 昌資、織田 鉄也 

鎌野 孝和、井上 正佳、稲掛 英男 

吉田  修 ・大森英彦様のご冥福をお祈りして。 

末永  寛 ・出射さん、吉田さんのお話しを楽しみに。 

内田 勝彦 ・先日のほろにが会お疲れ様でした。 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 464,000円 
目標額 744,000円 達成率 62％ 1人当たり24,000円以上 

「会員スピーチ」 

出射 靖生会員     吉田 修会員 

BOXへ 稲掛 英男、織田 鉄也 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみに。 

森  正廣 ・大森さんと飲んだ日をしのんで。 

 

出射 靖生 

・昨日は太田会員炉辺会合大変御世話に 

 なりました。 

 

内田 勝彦 

・万殿副会長、先週はありがとうござい

 ました。 

太田 勝彦 ・出射会員のお話たのしみに。 

 

安田  勝 

・出射先生 先日はありがとうございま

 した。 

谷口 泰義 ・ほろにが会美味しかったです。 

井上 正佳 ・スピーチ楽しみにしています。 

藤井文治郎 ・出射、吉田会員のスピーチ楽しみです。 

 

菱田 匤樹 

・出射会員、吉田会員のスピーチ楽しみ

 にしております。 

三田 昌資 ・クリスマス例会宜しくお願いします。 

德田 正彦 ・クリスマス家族例会欠席お詫び。 

内山 正元 ・年末に向けて皆様ケガの無いように。 

 

森  正廣 

・昨日、古ネコが入院しました、 

 ７８時間の予定。 

 

吉田  修 

・ノーベル医学生理学賞の本庶佑様の受賞

 を祝して。 

 

谷口 泰義 

・出射さん、吉田さんのスピーチを 

 楽しみに。 

出射 靖生 ・最近つかれてます。腰も痛い。 

上原 従正 ・大森名誉会員のご冥福を祈って。 



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 

12/21 京都東  「年忘れ家族会 」例会時間臨時変更  
＊ビジター受付はありません。 

（金） 
京都伏見 

「西郷隆盛の魅力と人となり」 
幕末維新ミュージアム霊山歴史館学芸課長 

 木村 武仁様 

 京都洛西 「年忘れ家族例会」の為、夜間に変更。 
＊ビジター受付はありません。 

 京都紫竹 「例会時間変更 クリスマス例会の為、18：30 
   に変更 ＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「クラブ協議会」～上半期活動報告・下半期 
 活動計画～ 各委員会 委員長 

12/24 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 18：30 「祝日休会」 

12/25 京都東山 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 京都西南  「京都府の特殊詐欺対策と防災対策について」 
京都府議会議員 田中 健志様 

 京都洛中 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛南 「年忘れ家族会」のため、夜間例会に 
臨時変更＊ビジター受付はありません。 

12/26 京都 「私の『老いの哲学」京都大学 名誉教授 
京都ＲＣ会員  三枝  武夫様 

（水） 京都西北 「休会」＊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 「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。 

12/27 

 京都南 

－新会員スピーチ－ 
「想い」       杉本 圭司会員 
「５０歳を迎えて」  田原 茂晴会員 
「京都に来て」    山本 倫久会員 

（木） 京都北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛東 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」＊ビジター受付はありません。 

 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/ 


