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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  

７-10月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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」 

 

◆事務局休局 

  ８月１３日（火）～８月１６日（金） 

 

 

 

 

 

◆地区行事 

  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） 

  ８月１日-６日 インターアクト夏期研修 カンボジア 

    （木～火） 

  ８月 ３日（土） 地区ロータリー財団セミナー 

 立命館大学 朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：00～17：00 

 （井上会員、万殿会員） 

  ８月 ４日（日） クラブ米山奨学委員長会議 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 

 14：00～16：00          （児嶋会員） 

 

 

 

会長テーマ 



 ２０１９年７月２５日（木）  第１４０６回例会  Vol.３０－４ 

例会プログラム 

１．７月２１日（日）インターアクト夏期研修結団式
 が開催され、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した。 
２．次週例会終了後、８月度理事役員会を開催します。 

開会点鐘    18：00                              

ロータリーソング「四つのテスト」 

今日の歌「海」 

友愛の握手 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  会長 髙橋 英明会員 

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

スピーチ     

 「３０年前を振り返って」 

  初代幹事 末永  寛会員 

閉会点鐘     18：30 

＜懇親会＞ 司会 上原 従正会員 

 開会挨拶  

 乾杯 直前会長 内田 勝彦会員 

 食事歓談 

 閉会挨拶 副会長 山本 拓生会員 

 「手に手つないで」 

創立30周年特別記念夜間例会 

 

姉妹クラブ 札幌真駒内ＲＣの来訪報告 

 

 札幌真駒内ロータリークラブより北島幹事、横田会長エレクト他３名の皆様が京都の祇園まつりを見物に来られました。 

本年の祇園まつりは天候にもめぐまれ、藤井会員よりおたび所にて見物できるチケットをいただき、「宵山」では「月鉾」にも 

登り大変よろこんでいただきました。 

 また、髙橋会長以下、６名のメンバー参加のもと貴船「右源太」にて会食し、「雰囲気」と共に大変よろこんでいただきました。 
 

（報告：林姉妹クラブ委員長） 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
８月 ６日（火）京都東山ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都にて） 
８月１４日（水）京都ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ） 
８月１９日（月）京都中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ） 
８月２７日（火）京都洛中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ） 
＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 

７月３０日（火）京都東山ＲＣ 
７月３１日（金）京都嵯峨野ＲＣ 
８月 ９日（金）京都紫竹ＲＣ 
８月１２日（月）京都紫野ＲＣ、京都中ＲＣ 
８月１３日（火）京都洛中ＲＣ 
８月１４日（水）京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
   京都朱雀ＲＣ 
８月１５日（木）京都南ＲＣ、京都北ＲＣ 
   京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ 
   京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

貴船 右源太において 

日航ﾌﾟﾘﾝｾﾙ京都 

貴船神社 ぎをん 川柳 

 今日の歌    「海」 

松原遠く消えゆるところ 

白帆の影は浮かぶ 

干網浜に高くして 

かもめは低く波に飛ぶ 

見よ昼の海 

見よ昼の海 



８月１日（木） 
 
  「旅行の報告」 
  プログラム委員長 太田 勝彦会員 

７月１８日（木）例会  
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（６名）  ８６．６７％ 
ご来客  ０名 
７/４ＭＵ後の出席率  ９０．３２％ 

【ニコニコ箱】 小計 75,000円 今年度累計 167,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 13％ 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 59,000円 
目標額 726,000,円 達成率 8％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

髙橋 英明 

・貴船にご参加の会員の皆様 

 ありがとうございました。 

 

太田 勝彦 

・真駒内ロータリーの皆様と楽しい時間

 でした。 

BOXへ 髙橋 英明、井上 正佳、稲掛 英男 

田中  守、三田 昌資、千田  適 

 

上原 従正 

・本日、第１回クラブ討論会クラブ管理

 運営が担当です、よろしく。 

 

児嶋 雄二 

・ギオン祭の巡行があんなスピード 

 二度とみたくない。 

 

井上 正佳 

・祇園祭暑かったですネ、貴船は涼しかっ

 た！！お疲れ様でした。 

 

王   杲 

・祇園祭大変楽しかった。 

 児嶋さん有難御座いました。 

内山 正元 ・早く、梅雨があけてほしい。 

 

 

山本 拓生 

・上原先生、日曜日は釣りでお世話になり 

 ました。久し振りに７７センチの真鯛を

 釣ることができました。 

【 】 小計    0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 5,000円    今年度累計 32,000円 
目標額 400,000円 達成率 8％ 

BOXへ 吉田  修、井上 正佳 

 クラブデー 

 「第１回クラブ討論会」（クラブ管理・運営） 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、田中  守 

札幌真駒内ＲＣ 
 北島 正之様、横田  靖様、齋藤 康嗣様 
 八百坂康子様、及川  恵様 

 

吉田  修 

・昨日の祇園祭り、晴れて良かったですね、 

 お世話いただいた皆様ご苦労様でした。 

万殿 慎二 ・上原会員のお話し楽しみです。 

 

安田  勝 

・出射先生、先日はありがとうござい

 ました。 

 

末永  寛 

・安田さん、先日はありがとうございま

 した。 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 56,000円 
目標額 792,000円 達成率 7％ 1人当たり24,000円以上 

藤井文治郎 ・祇園祭、如何でしたか、暑かったですね。 

谷口 泰義 ・好意と友情を深めよう。 

林  良訓 ・早退おわび。 

BOXへ 児嶋 雄二、田中  守、三田 昌資 

吉田  修、鎌野 孝和、太田 勝彦 

万殿 慎二、菱田 匡樹、稲掛 英男 

 

髙橋 英明 

・第１回クラブ討論会よろしくお願いし

 ます。 

安田  勝 ・暑中お見舞い。 

森  正廣 ・伊勢神宮、外宮久しぶり。 

 

末永  寛 

・上原さん、先日はありがとうございま

 した。 

 

千田  適 

・本日途中退席いたします、申し訳あり

 ません。 

 

 

吉田  修 

・先日のウィンブルドン男子シングルス

 決勝凄かったですね、歴史に残る戦い 

 でした。 

織田 鉄也 ・早退させていただきます、すいません。 

森  正廣 ・祇園祭宵山夕立あり。 

山本 拓生 ・早退おわび。 

上原ｸﾗﾌﾞ管理運営 

委員長 

太田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

委員著 
稲掛ﾆｺﾆｺ委員長 

吉田ｿﾝｸﾞ委員長 谷口出席委員長 内山炉辺・川ｸﾗﾌﾞ 

委員長 

７月会員誕生日お祝い 

織田会員、德田会員 

地区財団資金推進委員 

万殿会員 

米山功労者表彰 

吉田会員 

米山功労者表彰 

王会員 
R財団ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ

ﾌｪﾛｰ表彰 末永会員 

     おめでとうございます！ 

 

三田 昌資 

・札幌真駒内ＲＣ来訪参加の皆様 

 おつかれさまでした。 



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 

7/26 京都東 「神幸祭（神輿）について」 
㈱サクセス 代表取締役 清水 克樹様 

（金） 京都伏見 「京都の観光振興 」  
京都府副知事 舟本  浩様 

 京都洛西 「就任挨拶」     2019-20年度 理事 役員 

 京都紫竹 「新入会員スピーチ」   
南  雄蔵会員、森  孝仁会員 

7/29 京都西 「楽しいラテン音楽」 
ラテンシンガー マルガリータ・ルナ様 

（月） 
京都紫野 

「中国からはじめた逆輸入型ビジネス 
～色彩教育講座がヒットした理由～」 
NPO法人色彩生涯教育協会 会長 高田 裕子様 

 京都中 「１１９番です。火事ですか、救急です
か？」 京都中京消防署長 竹内 真一様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、８月５日（月）の開催予定
になります。 

7/30 京都東山 「休会」  ＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 「三重ＲＣ創立５７周年記念例会報告」 
倉ケ市茂樹様 

 京都洛中 「未定」㈱京都ホテル 代表取締役社長 
 京都RC会員 福永 法弘様 

 
京都洛南 

「実は身近なこと！レジリエント・シティ
とは？」レジリエント・シティ  

京都市総括監 藤田 裕之様 

7/31 京都 「参議院選挙後の内外情勢」   
同志社大学 法学部 教授  村田 晃嗣様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～  「クラブ管理部門
第１回クラブフォーラム」 

 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。 

8/1 

 京都南 
「若者の現状と女性の意識〜採用と女性活
躍に効く⁈両立体験プログラムとは〜」 
スリール㈱ 代表取締役 堀江 敦子様 

（木） 京都北 ｢未定｣   京都府知事 西脇 隆俊様 

 京都洛北 「積極的という言葉の捉え方」 
飯田ｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役相談役 竹村 肇様 

 京都洛東 「高畠 保会長にエールを」 
友人 堀越 秀郎様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「これからの動物医療について」 
㈱Ｒｕｍｅｎ 代表取締役社長  

藤田 卓也様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「ハンブルグ世界大会報告」 
会員 梶野 興三様 

 
京都さくら 

-土地・建物の表題登記の実務- 
「不動産の資産価値の維持」 

土地家屋調査士 若林  智様 

 京都乙訓 「新入会員自己紹介」 

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/ 


