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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 

 
1２-２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  １２月２７日（木） 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 ７日（木）  現次年度理事役員会 

  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１３８０回例会  ２０１８年１２月２７日（木）   Vol.２９-２２ 

 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 

スピーチ    13：00 

   クラブ・デー 

     第２回クラブ協議会（上半期の締め括り） 

閉会点鐘    13：30   

 お知らせ １．本日、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。 

２．１月３日（木）の例会は休会です。 

３．１月１０日（木）例会終了後、現次年度理事役員会を

 開催します。 

 

 幹事報告 

 

 会員誕生日お祝い １２月おめでとうございます 

 １５日 山本拓生会員 １５日 吉田 修会員 

 

 夫人誕生日お祝い 

  ４日 出射靖生会員夫人 喜代子様 

 １１日 千田 適会員夫人 満紀子様 

 ２８日 吉田 修会員夫人 末子様 

 ３０日 王  杲会員夫人 程 静様 

 

 結婚記念日お祝い 

  ２日 瀬田保二会員  ６日 林 良訓会員 

  ６日 中川俊夫会員  

 

 創業記念日お祝い 

  １日 山本拓生会員 山本拓生司法書士事務所 

 １２日 鎌野孝和会員 かまの外科医院 

 ２０日 井上正佳会員 ㈱イマジン 

◆2021-22年度 ガバナーの決定 
 

 RI細則14.020.6に基づき、2018年12月10日付にて 
地区公示を行いましたところ、公示期限の2018年12月
24日までに地区内いずれのクラブ様からも対抗候補者
の届出がありませんでした。 
 つきましては、地区ガバナー指名委員会が推薦した 
候補者 京都西ロータリークラブ会員 馬場 益弘
（ばんばますひろ）君をRI細則14.020.10により当地区
2021－22年度ガバナーに決定致しました事を宣言致し
ます。                      
 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

 １月 ７日（月） 京都中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
 １月１８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） 
   以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 

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 
    以上、ビジター受付はありません。 

◇年末年始事務局休局のお知らせ◇ 

１２月２８日（金）~１月４日（金） 

＊休局中の緊急の場合は、幹事までご連絡下さい。 

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第２回炉辺会合４班の報告 
 

  桂川ロータリークラブ 

炉辺会合第４班の第２回

炉辺会合を下記会員の

出席の下、下記日時場所

において開催いたしまし

た。 

 ３０周年の記念事業･

記念例会等の話や、 

会員増強の話の他、 

例会では話をすることのできない色々の話をし、楽しい 

一刻を過ごすことができました。 
 

  記 
 

 出席者： 徳田会員、瀬田会員、吉田会員、中川会員、

 内田会員、織田会員、千田会員 
 

 日  時： 平成３０年１２月１５日（土） 午後６時から 
 

 場  所： 京料理 畑かく   以上 
 

報告者 第４班 千田   適 



【 】 小計 5,000円   今年度累計 123,000円 
目標額 400,000円 達成率 31％ 

BOXへ 

 次回の例会 １/１０（木） 

松本酒造株式会社 代表取締役社長 
        松本 保博様 

「松本酒造の酒蔵」 

 前回例会報告 

吉田   修 

【 】  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   

【 】 小計 14,000円 今年度累計 348,200円 
目標額 613,800円 達成率 57％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内田 勝彦 

・今年のアトラクションは格式高い

 ですね。 

１２月は疫病予防と治療月間 

今日の歌   

 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ･ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

 

流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 

 

「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

 
生きる喜び深めんと 

ともにつくりし なごみの場 

都の西に根づきたる 

ロータリアン オブ カツラガワ 

 

【ニコニコ箱】 小計 40,000円 今年度累計 702,400円 
目標額 1,300,000円 達成率54％ 

 

内田 勝彦 

・メリークリスマス！ 

 今夜は楽しみましょう！ 

 

 

 

德田 正彦 

・いつも祖父（德田正彦）がお世話になり

 ありがとうございます。 

 本日は、クリスマス会ありがとうござ

 います。 

 

谷口 泰義 

・クリスマスコンサートを大いに 

 楽しみに。 

 

安田  勝 

・メリークリスマス 

 来年も宜しくお願い致します。 

BOXへ 万殿 慎二、田中  守、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２２日（木）例会 「クリスマス家族例会」 

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２５名（７名）８３．３３％  
出演者 ４名、ご家族１６名 
１２/６ＭＵ後の出席率 ９０．０％ 

 

瀬田 保二 

・メリークリスマス、良いお年をお迎え 

 下さい。 

三田 昌資 ・メリークリスマス、宜しくお願いします。 

山本 拓生 ・三田さんの奥様、ようこそ。 

藤井文治郎 ・木管楽器の音色楽しみです。 

 

 

出射 靖生 

・今年は当院の忘年会とかさならず、久し

 振りにクリスマス例会に出席できまし

 た。 

吉田  修、王   杲 

上原 従正、田中  守 

髙橋 英明、中川 俊夫 

万殿 慎二、稲掛 英男 

・メリークリスマス！ 

松尾 義平 ・皆さんに大変お世話になりました。 

鎌野 孝和 ・良い年をお迎え下さい。 

BOXへ 井上 正佳、万殿 慎二、田中   守 

三田 昌資、稲掛 英男 

太田 勝彦 ・クリスマス例会によせて。 

末永  寛 ・ちょっと早いメリークリスマス。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 479,000円 
目標額 744,000円 達成率 64％ 1人当たり24,000円以上 

 
      「クリスマス家族例会」 

山本 拓生 ・メリークリスマス。 

吉田  修 ・ようこそ、ご夫人の皆様。 

内山 正元 ・有馬記念、あたりますように。 

出射 靖生 ・本日は冬至、おまけに満月です。 

 

内田 勝彦 

・千田先生、先日の炉辺会合 

 ありがとうございました。 

内山 正元 ・ジャンボ宝くじ、当選しますように。 

森  正廣 ・本日は冬至ですね、暖かいクリスマス。 

 

井上 正佳 

・コモエスタヌキさん、演奏を楽しみに 

 しています、 

児嶋 雄二 ・今日はクリスマス！ 



 

 

 

クリスマス家族例会の報告 

 

 

 12 月22 日(土) センチュリーホテルにおいてクリスマス家族例会を開催しました。 

例会部分は、いつも通りのスタートから、16名のご来客の紹介、幹事報告、寄付金報告と続き、  

一旦休憩の後、クリスマス家族会の開会です。 

 記念コンサートは、ピアノとオーボエとファゴットによる木管アンサンブルにより、クリスマスソング 

3曲からスタートしました。 

楽器の紹介を兼ねて、ピアノは、ショパンの「英雄ポロネーズ」、オーボエは、チャイコフスキーの 

「白鳥の湖」より、ファゴットは、ウエーバーの「ファゴット協奏曲」よりを、そして最後は、フランス音楽

の世界と題して、プーランクの「ピアノとオーボエ、ファゴットのためのトリオ」を聞かせていただきまし

た。 

曲と曲の間のおしゃべりもテンポよくアッという間の30分でした。 

 このあとは、高橋会長エレクトの乾杯の発声につづいて、いよいよ楽しい祝宴です。 

しばし、食事歓談のあと、二つ目のアトラクションとしてお願いした、コモエスタヌキ様による「ジプ

シールンバ」の登場です。 

コモエスタヌキ様は、謙虚なお人柄とともに、会場を大いに盛り上げ、楽しませていただきました。

巧みな会話に情熱的なフラメンコギターの演奏、もっと聞きたいと思うに十分な40分の熱演でした。 

 お世話いただいた、児嶋会員、井上会員に感謝申し上げます。 

締めくくりは、万殿副会長による閉会の挨拶、そして「手に手つないで」から「お正月」を歌って、 

最後に、例年通り松尾会員のお世話によるシクラメンを一鉢ずついただいて、名残りを惜しみなが

ら散会いたしました。 
      

               親睦委員長 吉田   修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

12/28 京都東 「休会」＊ビジター受付はありません。 

（金） 京都伏見 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛西 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都紫竹 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「休会」＊ビジター受付はありません。 

12/31 京都西 「休会」＊ビジター受付はありません。 

（月） 京都紫野 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都中 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都平安 18：30 次回の例会は１月７日（月）の開催予定に 
なります。 

1/1 京都東山 「祝日休会」 

（火） 京都西南 「祝日休会」 

 京都洛中 「祝日休会」 

 京都洛南 「祝日休会」 

1/2 京都 「祝日休会」 

（水） 京都西北 「祝日休会」 

 京都北東 「祝日休会」 

 京都嵯峨野 「祝日休会」 

 京都朱雀 「祝日休会」 

1/3 

 
京都南 「休会」＊ビジター受付はありません。 

（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/ 


