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「ロータリーは世界をつなぐ」 

RI会長 マーク・ダニエル・マローニー 

会長テーマ 
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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

「プラハ」 

井上 正佳会員 画  

７-８月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ７月 ４日（木）  理事役員会 

  ７月１１日（木）  ３０周年実行委員会 

  ７月１６日～１８日 札幌真駒内ＲＣ 来訪 祇園祭観覧 

  貴船「右源太」 

  ７月１８日（木）  クラブ・デー 第１回クラブ討論会 

  ７月２５日（木）  創立３０周年記念「特別夜間例会」 

  １７：３０受付 １８：００～ 

  ８月 １日（木）  理事役員会 

  ８月１５日（木）  休会 

 

 

◆地区行事 

  ７月 ６日（土） 米山奨学生集会及び懇親会 9：30受付 

 10：00～14：00 京都東急ﾎﾃﾙ 

（ﾛｲ君、髙橋会員） 

  ７月 ６日（土） 第１回青少年奉仕担当者会議 

 京都経済センター７階   12：00受付  

 13：00～16：00             （森会員） 

  ７月 ９日（火） ロータリーほろにが会 レストラン菊水 

18：00～ （王、三田、内田の各会員） 

  ７月１３日（土） 米山奨学生京都祇園祭体験会 12：30集合

 ㈱京繊          （ﾛｲ君、鎌野会員） 

 

 

 



 ２０１９年７月４日（木）  第１４０３回例会  Vol.３０－１ 

１．当クラブのHPがリニューアルされました。 

 http://katsuragawarc.com/ 

 みなさま一度ご覧ください。 

２．本日例会終了後、７月度定例理事役員会を開催

 いたします。 

３．７月１日（月）阪急桂駅において「社会を明るく

 する運動」啓発活動が行われました。参加の皆様

 お疲れ様でした。 

４．次週例会終了後、３０周年実行委員会を開催します。 

５．７月６日（土）京都東急ホテルにおいて、米山奨学

 生集会及び懇親会が開催されます。ロイ君と髙橋

 会長が出席されます。 

６．７月６日（土）京都経済センターにおいて、第１回

 青少年奉仕担当者会議が開催されます。森青少年

 奉仕担当委員長が出席されます。 

 

 「社会を明るくする運動」 
 

日 時  ２０１９年７月１日（月）１７時～ 

場 所  阪急桂駅西口前 

参加者 上原、髙橋、万殿、山本、末永 
 

 青少年の犯罪や非行防止のために家庭や地域で

話し合いの輪をひろげましょうと法務省の主唱の啓発

活動のテイッシュの配布を

西京区長をはじめ、西京

警察、西京消防、その他

各種団体の皆様と共に 

約１時間程行いました。 
 

 報告：末永社会奉仕委員長 

例会プログラム  

会長就任のご挨拶 
 

2019-2020年度会長 髙橋英明 

 
 2019ー2020年度、京都桂川ロー
タリークラブの会長就任にあたり
ご挨拶申し上げます。 
平成元年に創立されました当クラ
ブも、30周年を迎えることとなり
ました。これも一重に諸先輩方の
日頃のご厚情によるものと感謝し

ております。また、今年は新しく元号も令和へと変わ
り、会員皆様のお気持ちにも何か新しい事への思いが
芽生えてきているのではないでしょうか 
 2019ー2020年度 RI会長のマーク・ダニエル・マ
ロー二ー氏は「ロータリーは世界をつなぐ」を本年度
のテーマとされております。 
これは、世界の人々がロータリーを通じて平和な関係を
築く事を目標の一つとされていると考えております。 
 また、佐竹力總地区ガバナーは 
地区スローガンを「伝統と革新 世界は一つ」とされて 
おります。 
 本年度の私のテーマは「ロータリーを楽しもう」と
させて頂きました。会員皆様がロータリーの奉仕活動
を楽しみながらできればと考えております。 

  30周年という大きな節目の年に会長を務めさせて頂く
ことは誠に光栄であるとともに身の引き締まる思いで
もあります。微力ではございますが、一生懸命務めさ
せていただきます。 
 皆様方のご参加ご協力をお願いいたしまして会長就任
の挨拶とさせていただきます。 

 

◆前年度出席委員会 

ホームクラブ１００％出席者 

 万殿 慎二会員 

Make-up後１００％出席者 

 森  正廣会員、内田 勝彦会員 

おめでとうございます 

開会点鐘    12：30                               

国歌「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 

「就任の挨拶」 

   会長   髙橋 英明会員 

  副会長   山本 拓生会員 

   会長エレクト  万殿 慎二会員 

  幹事   井上 正佳会員 

「創立３０周年記念事業報告」 

  ３０周年実行委員長 千田   適会員 

閉会点鐘    13:30   

 

現次年度会長幹事による 

エンブレム交換 
１年間お疲れ様でした 

◆ビジターフィー変更のお知らせ  
 京都嵯峨野ＲＣ ７月３日（水）より 
  ４，０００円に変更 （ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH） 
 京都さくらＲＣ ７月４日（木）より 
  ４，０００円に変更 （ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH） 
 京都洛西ＲＣ ７月５日（金）より 
  ４，０００円に変更 （ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH） 
 
 

 



７月１１日（木） 
「就任の挨拶」 
 会計、SAA、クラブ管理・運営委員長 
 奉仕プロジェクト委員長 

６月２７日（木）例会  
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（５名）  ９２．８６％ 
ご来客  １名 
６/１３ＭＵ後の出席率  ９３．１０％ 

【ニコニコ箱】 小計 26,000円 今年度累計 1,393,900円 
目標額 1,300,000円 達成率107％ 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 712,700円 
目標額 613,800円 達成率 117％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

ガバナー補佐  
京都西ＲＣ会員    

馬場 益弘様 

ガバナー補佐 
京都西RC会員 
馬場 益弘様 

・京都桂川ＲＣの皆様 

 一年間お世話になります。 

 

内田 勝彦 

・ガバナー補佐 馬場益弘様 

 よろしくお願いいたします。 

 

髙橋 英明 

・馬場ガバナー補佐 

 本日はよろしくお願いします。 

 

稲掛 英男 

・ガバナー補佐 馬場益弘様のスピーチ 

 楽しみに。 

 

田中  守 

・ガバナー補佐 馬場益弘様お世話に

 なります。 

 

井上 正佳 

・馬場ガバナー補佐よろしくお願いし

 ます。 

出射 靖生 ・馬場ガバナー補佐をおむかえして。 

 

三田 昌資 

・内田会長、お疲れ様でした。 

 髙橋会長、１年宜しくお願いします。 

BOXへ 出射 靖生、稲掛 英男、三田 昌資 

末永  寛 

太田 勝彦 ・終り良ければ すべて良し！ 

内田 勝彦 ・福田さん、ようこそ！ 

 

安田  勝 

・内田会長、太田幹事一年間お世話にな

 りました。 

森  正廣 ・福田さんの入会を祝して。 

林  良訓 ・髙橋丸の船出を祝って。 

 

髙橋 英明 

・第１回クラブ協議会です、皆様よろしく

 お願いします。 

田中  守 ・内田会長、太田幹事お疲れ様でした。 

吉田  修 ・馬場益弘ガバナー補佐をお迎えして。 

 

吉田  修 

・内田会長、太田幹事、井上SAA 

 この一年ごくろうさまでした。 

 

德田 正彦 

・2018年度の内田会長始め役員の皆様 

 御苦労様でした。 

 

児嶋 雄二 

・会長、幹事その他役員の方 

 大変ご苦労様でした。 

太田 勝彦 ・残念ですが終わりです。 

 

万殿 慎二 

・ようこそ福田さん 桂川ロータリー 

 クラブを楽しんでください。 

谷口 泰義 ・雨が気になりますね。 

 

森  正廣 

・「流山あじさいウォーク」街中があじ

 さいでいっぱい。 

井上 正佳 ・１年間大変お世話になりました。 

 

万殿 慎二 

・馬場ガバナー補佐 本日はよろしく 

 お願いいたします。 

 

千田  適 

・内田さん、太田さん１年間ご苦労様で

 した。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 940,500円 
目標額 744,000円 達成率 126％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 千田  適、稲掛 英男、井上 正佳 

吉田  修、田中  守 

内田 勝彦 ・皆様１年間本当にお世話になりました。 

 

万殿 慎二 

・内田会長、太田幹事、井上ＳＡＡ１年間 

 たいへんお世話になりました。 

林  良訓 ・内田執行部御苦労様でした。 

森  正廣 ・内田会長、太田幹事ごくろうさんでした。 

王   杲 ・馬場ガバナー補佐をお迎えして。 

末永  寛 ・馬場ガバナー補佐をお迎えして。 

出射 靖生 ・いよいよ梅雨入りですね。 

太田 勝彦 ・終りです。 

【 】  小計   0円  今年度累計  67,000円 
目標額 62,000円 達成率 108％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 20,000円   今年度累計 296,500円 
目標額 400,000円 達成率 74％ 

BOXへ 王   杲、吉田  修、三田 昌資 

 

内田 勝彦 

・幹事、会計、ＳＡＡをはじめ理事役員

 の皆様、たいへんお世話になりました。 

 

山本 拓生 

・福田さん、 

 ようこそ京都桂川ロータリーへ。 

 

菱田 匡樹 

・京都西ＲＣ馬場様、本日は宜しくお願

 いします。 

 

瀬田 保二 

・最終例会出席出来ました。又、来期も

 よろしく。 

 

織田 鉄也 

・中川さん 本当に反省しています。 

 すいませんでした。 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

「次年度第１回クラブ協議会」 

「入会式」 
福田 義久君と内田会長 



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 

7/5 京都東 「新年度にあたって」 
会長・副会長・幹事・会計・ＳＡＡ 

（金） 京都伏見 「会長・幹事就任挨拶」 

 京都洛西 「就任挨拶」     2019-20年度 会長・幹事 

 京都紫竹 「就任挨拶」  
会長、副会長、会計、ＳＡＡ、幹事 

7/8 京都西 「ガバナー公式訪問所感」 
ＲＩ第2650地区ガバナー 佐竹 力總様 

（月） 京都紫野 「理事就任挨拶」  

 京都中 「新年度を迎えて Ⅱ」 
会長エレクト 河瀬 敦様、理事・役員 

 京都平安 18：30 次回の例会は、７月２２日（月）の開催 
予定になります。  

7/9 
京都東山 

「ガバナー公式訪問所感」 
(京都東RCと合同) 

R.I.第2650地区ガバナー 佐竹 力總様 

（火） 

京都西南 

「規定審議委員会報告」 
中島俊則規定審議委員長 

「広報フォーラム」 
フォーラムリーダー 久保耕太広報委員長 

 京都洛中 「就任挨拶」        各担当理事 

 
京都洛南 

「SAA・理事 就任挨拶」 S.A.A.担当 
クラブ管理運営担当理事、 奉仕プロジェ
クト担当理事、クラブ会員増強担当理事 

7/10 
京都 

「今年度の活動方針」 クラブ奉仕委員長 
職業奉仕委員長、社会奉仕委員長 

国際奉仕委員長、青少年奉仕委員長  

（水） 京都西北 「ＲＹＬＡに参加して」 
2018-19年度ＲＹＬＡ参加受講生 
㈱パックス・サワダ   青木 美由さん 

 京都北東 「創立記念例会」 

 京都嵯峨野 「就任挨拶」   会長 名井 得郎様 

 京都朱雀 クラブ・デー「就任挨拶」 
副会長、会長エレクト、幹事、ＳＡＡ 

7/11 

 
京都南 「ガバナー所感」 

RI第2650地区ガバナー 佐竹 力總様 

（木） 京都北 「受け継ぐということ」  
竹細工・柄杓師 黒田 正玄様 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「就任挨拶」       幹事、理事 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「『令和』の時代に万葉集を読む」 
奈良大学 文学部国文学研究室 

教授 上野  誠様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「本年度活動方針」ＳＡＡ山内 克己様 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長   中野 種樹様 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長    平田 喜洋様 

 京都さくら 「各委員会活動予定」 各委員会委員長 

 京都乙訓 「就任挨拶」      会長 六人部 是継会員 
幹事   髙間 信和会員 

2019-2020年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 髙橋 英明 

副会長 （役員） 山本 拓生 

会長エレクト （役員） 万殿 慎二 

直前会長 （役員） 内田 勝彦 

幹事 （役員） 井上 正佳 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 吉田  修 

親睦 （理事） 上原 従正 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  太田 勝彦 

ニコニコ  稲掛 英男 

ソング  吉田  修 

出席  谷口 泰義 

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） 末永  寛 

青少年奉仕 （理事） 森  正廣 

国際奉仕 （理事） 王   杲 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 児嶋 雄二 

広報 （理事） 菱田 匡樹 

会員増強   山本 拓生 

戦略計画   万殿 慎二 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  内田 勝彦 

副幹事   林  良訓 

   菱田 匡樹 

副会計   千田  適 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   上山 泰弘 

   織田 鉄也 

 

 
例 会 木曜日  12：30-13：30    

 ザ・サウザンド キョウト  

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/ 


