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「ロータリーは世界をつなぐ」 
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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１５日（祝） 職業奉仕担当者研修会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 

 12：30受付 13：00～16：30   （中川会員） 

  ７月２０日（土） 会員増強公共イメージセミナー 12：00受付 

 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

  ７月２１日（日） インターアクト夏期研修結団式 

 京都市国際交流会館 13：00～17：00 

（森会員） 

  ７月２１日（日） 青少年交換担当委員長会議 

 キャンパスプラザ京都 

 

 

 

 

会長テーマ 



 ２０１９年７月１１日（木）  第１４０４回例会  Vol.３０－２ 

１．本日例会終了後、３０周年実行委員会を開催します。 

２．７月度理事役員会において、新入会員福田 義久

 会員は親睦委員に所属していただくことになりま

 した。 

３．７月６日（土）米山奨学生集会及び懇親会が開催

 され、ロイ君と髙橋会長が出席されました。 

４．７月６日（土）第１回青少年奉仕担当者会議が開催

 され、森会員が出席されました。 

５．７月１５日（祝）メルパルク京都において、職業

 奉仕担当者研修会が開催されます。中川会員が出席

 されます。 

６．日本のロータリーが２０２０年に１００周年お迎

 えるにあたり、記念ピンバッチが製作されました。

 ご希望の方は事務局までお申し込みください。 

 １つ２００円（ロータリーの友６月号に掲載）。 

 

年度末会員懇親会 

2019.6.29 
 

 本年度を締めくくる年度末会員懇親会が竹茂楼にて

開催されました。 

１９名の皆様の参加をいただきました。内田会長の会員

皆様にたいするお礼の挨拶のあと山本会員の乾杯の

挨拶で宴会が始まり、みなさん和気あいあいとお話を 

され、おいしいお酒と食事を楽しんで頂きました。 

会長はじめ理事役員の皆様、1年間大変お世話になり

ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告：髙橋 英明 

例会プログラム 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング「我等の生業」 

今日の歌「琵琶湖周航の歌」 

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 

「就任の挨拶」 

   会計 田中   守会員 

  ＳＡＡ 吉田   修会員 

  クラブ管理・運営委員長 上原 従正会員 

  奉仕プロジェクト委員長 中川 俊夫会員 

閉会点鐘    13:30   

 

◆例会変更のお知らせ 
７月１７日（水）京都ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ） 
７月１９日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 
７月２２日（月）京都中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ） 
７月２５日（木）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 
（7：00-8：00、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。 
 

７月１６日（火）京都洛南ＲＣ 
７月１７日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
７月１８日（木）京都さくらＲＣ 
７月１９日（金）京都嵯峨野ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

日 時 2019 年７月４日(木) 例会終了後 
出席者  髙橋、山本、万殿、内田、井上、田中、吉田 
  上原、中川、末永、森、児嶋の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．上半期会費納入状況について 
３．札幌真駒内RCの来訪について  7/16-7/18 
４．第１回クラブ討論会（クラブ管理運営） 7/18（木） 
５．創立３０周年記念「特別夜間例会」 7/25（木） 
６．札幌真駒内RCへの訪問について   7/26-7/28 

７．第２回クラブ討論会（青少年奉仕） 8/22（木） 
８．インターアクト夏期研修報告について  8/8（木） 
９．インターアクトクラブ例会訪問について 
10．2020-21年度青少年交換学生募集について 
11．ロータリー希望の風奨学金について 
12．休会会員について 
13．第１回炉辺会合（８月末迄開催）について 
14．事務局休局について 
15．その他 

  

  今日の歌   「琵琶湖周航の歌」 

小口 太郎作詞 吉田 千秋作曲 

われは湖
うみ

の子  さすらいの 

旅にしあれば  しみじみと 

のぼる狭霧
さ ぎ り

や さざなみの 

志賀の都よ いざさらば 



７月１８日（木） 
クラブデー 
「第１回クラブ討論会」（クラブ管理・運営） 

７月４日（木）例会  
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２８名（７名）  ９０．３２％ 
ご来客  １３名 
６/２０ＭＵ後の出席率  ７９．３１％ 

【ニコニコ箱】 小計 56,000円 今年度累計  56,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 4％ 

【 】 小計 26,000円 今年度累計 26,000円 

目標額 726,000,円 達成率 3％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

髙橋 英明 

・賛西会 会長、幹事の皆様、本日はお忙

 しい中ありがとうございます。 

 

井上 正佳 

・各ＲＣの皆様、ようこそお越し下さい 

 ました。 

児嶋 雄二 ・会長、幹事ご苦労様です。 

 

吉田  修 

・いよいよ３０周年の年、 

 充実一年になることを期待します。 

末永  寛 ・髙橋会長、井上幹事この１年間よろしく。 

千田  適 ・髙橋さん、井上さん頑張って！ 

太田 勝彦 ・髙橋会長、がんばって下さい。 

BOXへ 井上 正佳、田中  守、千田  適 

鎌野 孝和、稲掛 英男 

 

 

髙橋 英明 

・「社会を明るくする運動」にご参加 

 頂きました会員の皆様、ありがとう 

 ございました。 

林  良訓 ・賛西会会長幹事の皆様御苦労様です。 

内田 勝彦 ・賛西会の皆様ようこそ。 

 

吉田  修 

・賛西会６クラブの皆様 

 ようこそお越しくださいました。 

内山 正元 ・井上幹事、一年間ご苦労さまです。 

児嶋 雄二 ・今年度委員長です、よろしくご寄付を！ 

田中  守 ・髙橋会長、井上幹事お世話になります。 

 

出射 靖生 

・会長を始め理事役員の皆さま１年間 

 よろしく。 

 

万殿 慎二 

・髙橋会長、井上幹事、吉田ＳＡＡどうぞ 

 よろしくお願いいたします。 

 

王   杲 

・新年度、会長、幹事、ＳＡＡ 

 宜しくお願い致します。 

 

松尾 義平 

・内田執行部の皆さん御苦労様でした。 

 髙橋執行部の皆様、一年間よろしく。 

内山 正元 ・髙橋会長、１年間お世話になります。 

安田  勝 ・髙橋執行部の出発を祝って。 

 

万殿 慎二 

・児嶋委員長１年間よろしくお願いいた 

 します。 

山本 拓生 ・髙橋丸の門出を祝して。 

【 】 小計 24,000円 今年度累計 24,000円 
目標額 792,000円 達成率 3％ 1人当たり24,000円以上 

末永  寛 ・賛西会の会長、幹事さんご苦労様です。 

 

髙橋 英明 

・本日から会長をさせて頂きます、 

 よろしくお願いします。 

内田 勝彦 ・ホッとしています。 

千田  適 ・新年度を迎えて。 

林  良訓 ・髙橋会長、井上幹事ガンバ。 

【 】  小計 4,000円  今年度累計  4,000円 
目標額 66,000円 達成率 6％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 13,000円   今年度累計 13,000円 
目標額 400,000円 達成率 3％ 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、三田 昌資 

児嶋 雄二 

「就任の挨拶」 

上原 従正 ・髙橋丸の出航を祝って。 

内田 勝彦 ・髙橋丸の門出を祝って。 

瀬田 保二 ・髙橋丸の船出を祝って。 

谷口 泰義 ・役員の皆様ごくろうさんです。 

德田 正彦 ・７月６日で８３才になります。 

森  正廣 ・清算結了総会終りました。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、三田 昌資 

德田 正彦 ・新年度の目標はホームクラブ100％です。 

出射 靖生 ・参院選が始まりました。 

菱田 匡樹 ・就任おめでとうございます。 

森  正廣 ・髙橋丸の船出に。 

児嶋 雄二 ・米山奨学金よろしくお願いします。 

德田 正彦 ・先日の親睦会にはお世話になりました。 

万殿 慎二 ・年度末懇親会楽しみすぎました。 

BOXへ 田中  守、井上 正佳、鎌野 孝和 

吉田  修、稲掛 英男、三田 昌資 

BOXへ 万殿 慎二、児嶋 雄二 

    髙橋会長   山本副会長   万殿会長エレクト 

   井上幹事      千田 30周年実行委員長 

2018-19年度 出席100％表彰 

出席100％の万殿会員 

ＭＵ後100％の森会員、内田

会員と瀬田出席委員長 



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 

7/12 
京都東 

例会日臨時変更 →9日(火) 
 「ガバナー公式訪問所感」（京都東山Ｒ.Ｃ.と合同） 

R.I.第2650地区ガバナー  佐竹 力總様 

（金） 京都伏見 「理事・役員就任挨拶」 

 京都洛西 「就任挨拶」     2019-20年度 理事・役員 

 
京都紫竹 

「第1回クラブ協議会・３クラブ合同ガバナー 
公式訪問にむけて」（ガバナー補佐 小﨑 学様
をお迎えしての例会） 

7/15 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」 

7/16 京都東山 「就任挨拶②」     ロータリー情報 
奉仕プロジェクト、会員増強 

（火） 京都西南 「休会」 

 京都洛中 「ガバナー公式訪問所感」 
ＲＩ第2650地区ガバナー 佐竹 力總様 

 京都洛南 「休会」＊ビジタ－受付はありません。 

7/17 京都 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（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 ＜合同ガバナー公式訪問の為、例会変更＞ 

 
京都朱雀 

「就任挨拶」      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    

7/18 

 
京都南 「就任挨拶」        各担当理事 

（木） 
京都北 

「３RC(京都紫野・京都紫竹・京都北) 
合同ガバナー公式訪問」   

RI第2650地区ガバナー 佐竹 力總様 

 
京都洛北 

「最近の小児科診療のトピック（仮）」  
まつだ小児科院長 京都洛中ＲＣ会員 

 松田 義和様 

 京都洛東 「就任挨拶」       理事、役員 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

第２回クラブ協議会 
「理事役員 就任挨拶」  

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「本年度活動方針」 

 京都さくら 「休会」 ＜定款第８条第１節（ｃ）に
より＞＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「クラブ協議会」～年次活動報告2～ 
各委員会 委員長 

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/ 


