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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  

７-10月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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 ８日（木）  ３０周年実行委員会 

  ８月１５日（木）  休会 

  ９月 ５日（木）  ガバナー公式訪問 京都西南ＲＣと合同 

  ９月１２日（木）  理事役員会 

 １０月２０日（日）  「秋の家族会」 

 

 

 

 

 

◆地区行事 

  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 

  ７月２８日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（ＲＬＩ） 

 第2650地区ＲＬＩﾊﾟｰﾄⅠ研修会 

 京都文教学園 9：45～16：30 （万殿会員）

  

 

 

会長テーマ 



2019-20年度 炉辺会合 
 

 第１回炉辺会合を９月中に開催していただき。会合 

終了後には事務局まで報告をお願いします。 

テーマ 「会員増強、３０周年記念行事」 

     

 炉辺・川クラブ委員長 内山 正元 

 リーダー  

1 
 藤井、 万殿、 内山、 中川 

 髙橋、 德田、 三田 
児嶋 

2 
 林、   松尾、 上山、 菱田 

 織田、 瀬田、 安田、 近藤 
末永 

3 
 井上、 出射、 山本、 森 

 谷口、 内田、 福田 
稲掛 

4 
 鎌野、 上原、 吉田、 王 

 太田、 千田、 山田 
田中 

 ２０１９年７月１８日（木）  第１４０５回例会  Vol.３０－３ 

１．７月１５日（祝）職業奉仕担当者研修会が開催され
 中川会員が出席されました。 
２．７月１６日～１８日、札幌真駒内ＲＣから横田
 会長 エレクト、北島幹事、齋藤姉妹クラブ委員長
 八百坂会員、及川会員が来訪されました。 
 姉妹クラブ委員会をはじめ、祇園祭の巡行見学、
 貴船での懇親会にご参加頂いた会員のみなさま
 ご協力ありがとうございました。 
３．７月２１日（日）京都市国際交流会館において 
 インターアクト夏期研修結団式が開催されます。 
 洛西高等学校より一島君、伊藤さん、山口先生及
 び森会員が出席されます。 
４．７月２５日（木）の例会は創立３０周年記念 
 「特別夜間例会」開催のため、例会時間を変更し  
 開催します。 
５．今年度も引き続き「ロータリー希望の風奨学金」を
 支援することが７月理事役員会において承認され
 ました。「ロータリー希望の風奨学金」とは東日本
 大震災で両親もしくは片親を失った「遺児」で大学
 専門学校に学ぶ人を支援します。当地区では2010-

 11年度から今まで総額２憶４千万円を超える支援
 をしています。 

 

2019-20年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 

ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）第３組 
 

開 催  ８月２４日（土） 

   受付会場１２：３０～  １３：３０～１７：１５ 

 

会 場  京都ホテルオークラ 

 

基調講演  「伝統と革新の融合、そして未来の 

     ロータリーを考えよう」 

  ゼネラルリーダー 田中 誠二氏 

（国際ロータリー第2650地区 パストガバナー） 

  パネルディスカッション 

   小﨑   学氏（第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐） 

   馬場 益弘氏（第2ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐） 

   パネラー ６クラブ代表者 

 

＊当クラブは全員登録をしています。多数のご参加を 

  お願いします。 

 

2019-20年度 「ＩＭ第３組」開催時 新会員セミナー 
 

開 催  ８月２４日（土） 

   １０：００～１２：５０ （昼食含む） 

会 場  京都ホテルオークラ ３Ｆ 

 

参加予定者 織田会員、三田会員、福田会員 

例会プログラム 

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１回クラブ討論会」（クラブ管理・運営） 

 クラブ管理・運営委員長 上原 従正会員 

閉会点鐘    13：30   

 

創立３０周年記念「特別夜間例会」 
 

日 時：  ２０１９年 ７月２５日（木）１８時～ 

場 所： ザ・サウザンド キョウト 

会 費： お一人 ６，０００円 
※ 例会時間を変更し 

  開催します。 

◆例会変更のお知らせ 
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） 
７月２５日（木）京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 
（17：00-18：00、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 
 
 



７月２５日（木） 
 創立３０周年記念特別夜間例会 
  １７時半受付、１８：００～ 
 「３０年前を振り返って」 
  初代幹事  末永  寛会員 

７月１１日（木）例会  
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（４名）  ９２．８６％ 
ご来客  ８名 
６/２７ＭＵ後の出席率  ９２．８６％ 

【ニコニコ箱】 小計 36,000円 今年度累計  92,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 7％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 40,000円 

目標額 726,000,円 達成率 5％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

京都さくらＲＣ 

・８月２４日、ＩＭです。桂川ＲＣの皆様

 全員のご参加をお待ちしています。 

 

 

髙橋 英明 

・馬場ガバナー補佐はじめ西ロータリーの

 会長幹事の皆様さくらロータリーの皆様

 ようこそ。 

 

井上 正佳 

・ガバナー補佐はじめお客様の皆様、 

 ようこそお越し下さいました。 

BOXへ 児嶋 雄二、井上 正佳、稲掛 英男 

田中  守 

藤井文治郎 ・ハワイは花盛りでした。 

吉田  修 ・馬場Ｇ補佐様、ごくろうさまでございます。 

藤井文治郎 ・髙橋丸の門出を祝って。 

万殿 慎二 ・賛西会の皆様ようこそ 

太田 勝彦 ・東北の旅楽しかったです。 

谷口 泰義 ・旅、友、お世話になりました。謝々。 

 

森  正廣 

・「みちのく３大半島めぐり」十分楽し

 みました。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 38,000円 
目標額 792,000円 達成率 5％ 1人当たり24,000円以上 

【 】  小計 8,000円  今年度累計  12,000円 
目標額 66,000円 達成率 18％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 14,000円   今年度累計 27,000円 
目標額 400,000円 達成率 7％ 

BOXへ 吉田  修、太田 勝彦 

 「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 

BOXへ 
末永  寛、児嶋 雄二、織田 鉄也 

田中  守、稲掛 英男 

BOXへ 安田  勝、森  正廣 

8/24（土）開催のＩＭのＰＲ 

にお越しくださいました。 

京都さくらＲＣ 

ＩＭ実行委員長と副実行委員

長のお二人。 

会員誕生日お祝い   

  ６日  德田 正彦会員     １３日 内田 勝彦会員 

 ２６日 織田 鉄也会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

  ４日 上原従正会員夫人  栄子様 

    １９日 山田芳弘会員夫人 眞沙子様 

 ２３日 末永 寛会員夫人 千津子様 

 ２６日 森 正廣会員夫人 美代子様       
 

結婚記念日お祝い 

  ７日 三田 昌資会員 ２５日 王  杲会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 山田芳弘会員  山田紙業㈱ 

 ２０日 瀬田保二会員 ㈱賛交社 

７月おめでとうございます 

ガバナー補佐 
京都西RC会員 
馬場 益弘様 

・髙橋会長の舟出を心からお祝い申し

 上げます。京都桂川ＲＣの皆様一年間

 大変お世話になります。 

 

 

吉田  修 

・京都西ロータリークラブ会長、幹事様 

 ようこそ表敬訪問においでいただき

 ました。 

 

万殿 慎二 

・德田さん、谷口さん、森さん、太田さん 

 青森では大変お世話になりました。 

林  良訓 ・早退おわび。 

 

上原 従正 

・馬場ガバナー補佐、賛西会クラブの 

 皆様を迎えて。 

林  良訓 ・賛西会の皆様御苦労様です。 

 

万殿 慎二 

・ほろにが会参加の皆様、楽しみまし

 たか？ 

安田  勝 ・世界の平和と安定の為に。 

髙橋 英明 ・ギオン祭のホコたてが始まりました。 

内山 正元 ・錦織選手、残念でした。 

BOXへ 井上 正佳、田中  守、千田  適 

稲掛 英男、吉田   修 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って。 

 

髙橋 英明 

・本日の就任のあいさつ楽しみにして

 おります。 

 

德田 正彦 

・東北（青森、秋田）旅行したメンバー 

 の皆様、お世話になりました。 

山本 拓生 ・賛西会の皆様ようこそ！ 

出射 靖生 ・ポリオのない世界を。 



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 

7/19 京都東 「私とはも料理」       会員 川村 岩松様 

（金） 京都伏見 「会員懇親会」例会日変更 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 
京都洛西 

「ガバナー合同公式訪問所感」 
京都嵯峨野RCとの合同公式訪問 

ＲＩ第2650地区ガバナー 佐竹 力總様 

 京都紫竹 ～3クラブ合同ガバナー公式訪問～  
 例会日変更 7月18日（木）  

7/22 
京都西 

「『生き方について』：善き生とは？ 
 －古代と近代」 
摂南大学名誉教授 文学博士 石崎 嘉彦様 

（月） 

京都紫野 

 京都北R.C.・京都紫竹R.C.・京都紫野R.C.
合同ガバナー公式訪問開催の為、例会日
7/18（木）に変更。 

＊ビジター受付はありません。 

 
京都中 

「祇園後祭例会 シスタークラブナイト」
開催の為、例会日時・場所変更 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都平安 18：30 「クラブ・アッセンブリー」 

7/23 京都東山 クラブ・デー「就任挨拶③」 
親睦出席、ＳＡＡ、青少年奉仕 

（火） 京都西南 「社会奉仕フォーラム」 

 
京都洛中 

「創立40周年記念について」 
会長 田丸 善三様 

創立40周年記念事業実行委員長 山野貫一郎様 

 京都洛南 「世界社会奉仕プロジェクト～レイテ島 
 事業報告」      社会奉仕委員会 

7/24 京都 ‐新会員スピーチ- 
佐伯 友史様、阪田 英治様 

（水） 京都西北 「甘納豆の未来」甘納豆研究家 斗六屋 
 四代目 専務取締役 近藤 健史様 

 京都北東 「クラブデー」 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 「今年度の社会奉仕事業について」 
社会、職業奉仕委員会事業担当者 

7/25 

 京都南 
「日本の伝統を次世代につなぐ～価値 
 共創から生まれるイノベーション～」 

㈱和える 代表取締役 矢島 里佳様 

（木） 
京都北 

「人・街・時代の力になる。～京都発の 
 スマートシティ構想～」㈱テムザック 

 代表取締役 髙本 陽一様 

 
京都洛北 

「ショッピングモールからトランジット
モールへ」ＮＰＯ法人千年文化を考える会 

会長 小池 康郎様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「納涼同伴例会『ビアンカ・クルージング』」
＊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  

～夏の家族親睦会～→27日(土)に変更 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら 「第1回はぐるま例会＜会員懇親例会＞」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「東洋画の保存修復における模写制作の意義」 
 元米山奨学生 朴  善化様 

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/ 


