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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 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 

   ＊ジャケット、ネクタイ着用 

  ９月１２日（木）  理事役員会 

 １０月２０日（日）  「秋の家族会」 和久傳の森 

 

◆事務局休局 

  ８月１３日（火）～８月１６日（金） 

 

 

 

 

 

◆地区行事 

  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２０日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ 

 レストラン菊水（谷口、森、髙橋、内田、王 

 万殿、山本の各会員） 

  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～ 

  ９月 １日（日） 地域別 職業奉仕担当者懇談会 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 15：30～17:30（内山会員） 

会長テーマ 



 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「インターアクトの歌」 

今日の歌 「うみ」 

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 

 「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 

閉会点鐘    13：30   

インターアクト夏期研修（カンボア）について 
 

 ８月１日（木）～６日（火）４泊６日 
 

＜主な行程＞ 
８/２ 午前：地元サルートントマイ市場見学＆買い物  
 午後：マイン(地雷)フィールド見学、慰霊塔献花 
 夕方：日本語学校の子供達との交流 

  タサエン宿舎にて高山様の講話 
８/３ 午前：タサエン群の日本企業会社訪問 
         昼：HOC(Hope of Children)カフェ訪問＆昼食 

午後：ノリア孤児院にて奉仕作業 
夜：ノリア孤児院の子供たちと夕食＆交流会          

８/４  午前：ノリア孤児院にて奉仕作業 
夜：カンボジア伝統舞踏、鑑賞＆夕食、意見交換会 

８/５ 午前：アンコールワット、アンコールトム 
    タ・プローム観光他（可能な限り） 
 午後：トンレサップ湖水上生活村観光 

  カヌーにて浸水林クルーズ 
夕刻：オールドマーケットでショッピング 

    シュムリアップ市内で夕食の後、空港へ移動 

 ２０１９年８月８日（木）  第１４０８回例会  Vol.３０－６ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、３０周年実行委員会を開催します。 
２．８月３日（土）地区ロータリー財団セミナーが開催
 され、万殿会員と王会員が出席されました。 
３．８月４日（日）米山奨学委員長会議が開催され、
 児嶋会員が出席されました。 
４．８月７日（水）市内２４ＲＣ連絡協議会 第１回 
 会長幹事会が開催され、髙橋会長と井上幹事が出席
 いたしました。 
５．８月１１日（日）リーガーロイヤルホテル京都に
 おいて第１回社会奉仕委員長会議が開催されます、 
 末永会員が出席されます。 
６．次週、８月１５日（木）の例会は休会です。 

日 時 2019 年８月１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、王の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．第２回クラブ討論会（青少年奉仕） 8/22（木） 
４．ガバナー公式訪問（西南RCと合同）について 9/5（木） 
５．第３回クラブ討論会（会員増強）について 9/19（木） 
６．「秋の家族会」について       10/20（日） 

７．インターアクトクラブ前年度決算承認について 
８．休会会員について 
９．会員増強について 
10．その他  

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
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 ） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 
８月１２日（月）京都紫野ＲＣ、京都中ＲＣ 
８月１３日（火）京都東山ＲＣ、京都西南ＲＣ 
   京都洛中ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
８月１４日（水）京都西北ＲＣ、京都北東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 
   京都さくらＲＣ、京都乙訓ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

 

第２回マリン同好会 
 

７月３１（水）、マリーナ雄琴において第２回マリン同好会を 

行いました。 参加者は林、井上、万殿、太田、三田、内田、

王、山本の各会員 

 

 

 



８月２２日（木） 
 

 クラブ・デー 
 「第２回クラブ討論会」（青少年奉仕） 
 青少年奉仕委員長  森  正廣会員 
 青少年奉仕副委員長 菱田 匡樹会員 

８月１日（木）例会 
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２３名（７名）  ７４．１９％ 
ご来客  ０名 
７/１８ＭＵ後の出席率  ９３．３３％ 

「旅行の報告」 

    プログラム委員長  太田 勝彦会員 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 86,000円 
目標額 726,000,円 達成率 12％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・太田会員のスピーチ楽しみです。 

上原 従正 ・太田さんのスピーチを楽しみに。 

 

吉田  修 

・台湾のプランさんから「只今、知床に

 います」と、ラインがありました。 

 

髙橋 英明 

・マリン同好会の皆様、楽しんでこられ

 ましたか。 

【 】 小計 3,000円  今年度累計  15,000円 
目標額 66,000円 達成率 22％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 1,000円    今年度累計 39,000円 
目標額 400,000円 達成率 10％ 

BOXへ 吉田  修 

【ニコニコ箱】 小計 24,000円 今年度累計 240,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 18％ 

田中  守 ・太田さんのスピーチ楽しみです。 

髙橋 英明 ・太田会員のお話し楽しみに。 

 

井上 正佳 

・昨日のマリン同好会、ホントにお疲れ

 さまでした。 

太田 勝彦 ・マリン同好会楽しかったです。 

 

王   杲 

・昨日のマリン同好会は楽しかった。 

 また宜しくお願い致します。 

BOXへ 德田 正彦 

 

森  正廣 

・マリン同好会楽しみすぎました。林さん

 たいへんお世話になりました。 

吉田  修 ・猛暑、酷暑ともかく暑いですね。 

 

安田  勝 

・８月になりました。涼しい秋がまたれ

 ます。 

松尾 義平 ・とにかく暑いですね。 

稲掛 英男 ・太田会員のスピーチ楽しみに。 

谷口 泰義 ・旅行の報告 良かったです。 

出射 靖生 ・暑い日が続きますね、熱中症に御要人。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 151,000円 
目標額 792,000円 達成率 19％ 1人当たり24,000円以上 

出射 靖生 ・太田会員のスピーチ楽しみに。 

王   杲 ・太田さんのスピーチを楽しみに。 

末永  寛 ・太田さんのお話しを楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・ＲＬＩに参加してきました。６時間の 

 勉強は疲れました。 

 

德田 正彦 

・先日の記念例会、親睦の皆様お世話で

 した。 

 

内山 正元 

・ラグビーワールドカップのチケットが

 届きました。ご注目下さい。 

BOXへ 吉田  修、井上 正佳、田中  守 

BOXへ 稲掛 英男、井上 正佳、田中  守 

稲掛 英男 ・早退おわび 

BOXへ 太田 勝彦 

 

山本 拓生 

・マリン同好会ありがとうございました。

 疲れました。 

 

「うみ」 

海は広いな 大きいな 

月がのぼるし 日が沈む 

海は大波 青い波 

ゆれてどこまで続くやら 

海にお舟を浮かばして 

行ってみたいな よその国 

 

「インターアクトの歌」 
作詞・作曲 藤山一郎（東京西RC） 

 

ここに集いしわれらは 

誇りも高しインターアクト 

地域社会に奉仕の理想 

示せいまこそそのまこと 

ほほえみをもて 

さしのべよ手を 

世界を結ぼう 

インターアクトわれら 



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 

8/9 
京都東 

「 精神科の立場からみた健康な生活習慣と
は？ 」京都大学大学院医学研究科  

精神医学 教授 村井 俊哉様 

（金） 京都伏見 ～故 山田 實 会員「追悼例会」～(予定) 

 京都洛西 「そして、伝統と革新」京都洛西RC会員  
会員増強委員長 小菅 八郎様 

 
京都紫竹 

「家族納涼例会（びわ湖花火大会8/8・木）」
のため、例会日時・場所変更 

＊ビジター受付はありません。 

8/12 京都西 振替休日休会 

（月） 京都紫野 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都中 「振替休日休会」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都平安 18：30 次回の例会は、８月１９日（月）の開催
予定になります。 

8/13 京都東山 「休会」＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛中 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛南 「休会」＊ビジター受付はありません。 

8/14 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 「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。 

8/15 

 
京都南 「休会」＊ビジター受付はありません。 

（木） 京都北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛東 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都さくら 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「休会」＊ビジター受付はありません。 

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/ 


