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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 

「湘南風景」 

井上 正佳会員 画  

８-10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 

  ８月１日-６日 インターアクト夏期研修 カンボジア 

  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） 

  ８月１１日（日） 第１回社会奉仕委員長会議  （末永会員） 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH京都 13：30～16：30 

  ８月２４日（土） ＩＭ第３組 12：30受付 13：30～17：15 

 新会員セミナー 10：00～12：50 

 会長会議  12：00～ 

 

 

会長テーマ 



 

開会点鐘    12：30                               

国歌斉唱 「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 

 「旅行の報告」 

 プログラム委員長 太田 勝彦会員 
 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年８月１日（木）  第１４０７回例会  Vol.３０－５ 

 

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 
 

参加予定者 稲掛、井上、鎌野、万殿、織田、太田 

    三田、千田、末永、髙橋、谷口、徳田 

    内山、上原、王、  山本、吉田の各会員 

 

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 

１．本日例会終了後、８月度理事役員会を開催します。 
２．８月３日（土）立命館大学朱雀キャンパスにおいて
 地区ロータリー財団セミナーが開催されます。 
 万殿会員と井上会員が出席されます。 
３．８月４日（日）メルパルク京都において米山奨学
 委員長会議が開催されます。児嶋会員が出席され
 ます。 

 

◆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 ） 
＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
８月 ８日（木）京都洛北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 
   京都朱雀ＲＣ   
＊以上、ビジター受付はありません。 

 

第11回桂川自然発表会のご案内 
 

日 時  ８月２５日（日） １３：３０～１５：００ 

場 所  健光園４階サロン「あの音」 

   右京区嵯峨柳田町36-5 

参加費  無料 

共 催  桂川クラブ・あらしやま健光園 

テーマ  365日一日一景（田子稔） 

   幸せな気分にしてくれる景色 

   季節の暦となる景色 

   そんな写真を見ながら、それにまつわる話をします。 

【ニコニコ箱】 小計 49,000円 今年度累計 216,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 17％ 

王   杲、内田 勝彦、近藤永太郎 

万殿 慎二 

・祝 創立３０周年 

吉田  修 ・３０年前に思いを馳せて。 

出射 靖生 ・創立３０周年例会に。 

 

瀬田 保二 

・３０年を祝って、末永様のお話し楽し

 みに。 

德田 正彦 ・祝 創立３０周年特別記念例会。 

松尾 義平 ・祝３０周年、早かったですね。 

BOXへ 三田 昌資、鎌野 孝和、児嶋 雄二 

 

森  正廣 

・創立時より３０年間、ＭＵ後１００％ 

 出席達成。 

安田  勝 ・祝 創立３０周年。 

 

稲掛 英男 

・祝３０周年、末永会員のスピーチ楽し

 みに。 

 

井上 正佳 

・ご夫人方のご来場たいへん嬉しく思い

 ます。楽しんでいって下さい。 

千田  適 ・桂川ＲＣも３０才、大人です。 

上原 従正 ・創立３０周年を祝して。 

末永  寛 ・創立３０周年を祝して。 

 

髙橋 英明 

・末永さんのお話し楽しみにしており

 ます。 



８月８日（木） 
 

 「インターアクト夏期研修参加報告」 
 京都府立洛西高等学校ＩＡＣ 
  一島 秀汰君、伊藤 愛梨さん 
  顧問 山口 かほり先生 

７月２５日（木）例会「創立30周年特別夜間例会」 
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（８名）  ８１．２５％ 
ご来客  ０名 
７/４ＭＵ後の出席率  ９０．３２％ 

創立30周年特別夜間例会 

 

「３０年前を振り返って」 

  初代幹事 

 末永  寛会員 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 77,000円 
目標額 726,000,円 達成率 11％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

谷口 泰義 ・末永さんのお話しを期待しています。 

稲掛 英男 ・暑いですネ。 

内山 正元 ・祝、３０周年。 

髙橋 英明 ・夜間例会お楽しみ下さい。 

出射 靖生 ・暑い日が続きそうですね。 

【 】 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 6,000円    今年度累計 38,000円 
目標額 400,000円 達成率 10％ 

BOXへ 吉田  修 

織田 鉄也 ・夜の例会は出席しやすいです。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 138,000円 
目標額 792,000円 達成率 17％ 1人当たり24,000円以上 

稲掛 英男 ・祝創立３０周年。 

王   杲 ・末永さんのスピーチ楽しみ。 

 

内田 勝彦 

・末永さんのお話し楽しみにしており

 ます。 

出射 靖生 ・近藤さん本当におひさしぶり。 

德田 正彦 ・孫娘がお世話になります。 

髙橋 英明 ・ロイ君ようこそ。 

万殿 慎二 ・ようこそロイ君。 

BOXへ 三田 昌資、吉田  修、千田  適 

鎌野 孝和、井上 正佳 

米山奨学生ロイ君 米山功労者表彰 千田会員 

 

創立３０周年記念特別夜間例会 
 

 

 

 

 

「創立30周年特別夜間例会」 
 

出席者 会員２７名、ご家族９名 

  米山奨学生ロイ君 

  松本先生、事務局 

吉田   修 ・ロータリーの友情に乾杯。 

内田 勝彦 ・先週欠席おわび。 

BOXへ 児嶋 雄二、井上 正佳、万殿 慎二 

三田 昌資、千田  適、鎌野 孝和 



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 

8/2 京都東 「心豊かに生きる～絆と縁、愛と慈悲～」 
会員 梶田 真章様 

（金） 京都伏見 -新会員スピーチ-山本潤三会員・牧野克好会員
～IACスピーチ～ 

 
京都洛西 

「京都・瞬間の美しい風景」 
（公社）日本写真家協会 会員（公財）落柿舎 

保存会 理事 水野 克比古様 

 京都紫竹 「第２回クラブ協議会 会員増強・拡大月間に 
 ついて」 

8/5 京都西 「近くて 楽しい 京都市動物園」京都市 
動物園副園長 獣医師 学芸員 坂本 英房様  

（月） 京都紫野 「会員スピーチ」  
川中  粲会員 小林 俊亮会員 

 京都中 「マッハのチャレンジ人生」 
タレント・歌手 マッハ文朱さん 

 京都平安 18：30 「ＡＩ時代をパズルで乗り切る」㈱東田式 
パズル研究社代表取締役 東田 大志様 

8/6 京都東山 「例会日時・場所臨時変更」→４（日） 
＊ビジター受付へ平常通り行われます。 

（火） 

京都西南 

「異業種経営への挑戦～二代目でなく創業
者として～」(バリ島でのスパ経営に至っ
た経緯と経験談) 岡田自動車㈱・㈱イン
フォサイクル 代表取締役 岡田 圭二様 

 京都洛中 「参議院選挙後の内外事情」同志社大学 
 法学部 教授 村田 晃嗣様 

 
京都洛南 

「京都市ライフイノベーション推進戦略～医療、
健康、福祉、介護、地場ライフサイエンス分野の
産業振興に向けて～」京都市産業観光局 新産業
振興室 産業イノベーション課長  竹内 清様  

8/7 
京都 

「紛争下の性暴力の終焉を目指して：ノーベル
平和受賞者・ムクウェゲ医師のキャンペーンと
来京」  筑波学院大学 准教授 米川  正子様 
 立命館大学教授  ジャン・クロード マスワナ様 

（水） 京都西北 「多様な交流が地域の循環経済につながる
−Design Week Kyotoの取り組み−」
COS KYOTO ㈱ 代表取締役 北林 功様 

 京都北東 「地区会員増強・公共イメージ向上セミナー
の報告」会員増強委員会委員長   西村 泰明様 

 京都嵯峨野 「原爆の話」   会員 長谷川善樹様 

 京都朱雀 「増強アワー」会員増強委員会 

8/8 

 
京都南 「ノーベル賞授賞式に臨席して」 

京都大学 理事・副学長 湊  長博様 

（木） 京都北 ｢袋師の仕事｣ 千家十職 十三代  
袋師友湖 土田 半四郎様 

 京都洛北 「夜間例会」クラブデー 
＊ビジター受付はありません。 

 京都洛東 「インターアクト夏期研修について」 
第2650地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会委員 中村 廣良様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員増強フォーラム」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「クラブ管理運営フォーラム」 
クラブ管理運営委員長 中野 種樹様 

 京都さくら 「クラブフォーラム ＩＭ①」 

 京都乙訓 「ﾌﾟﾛｻｯｶｰｸﾗﾌ゙、おこしやす京都ACが創る幸せな地域
社会」おこしやす京都AC㈱ 代表 添田 隆司様 

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/ 


