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「ロータリーは世界をつなぐ」 

RI会長 マーク・ダニエル・マローニー 
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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    

  ９月 ５日（木）  「ガバナー公式訪問 」京都西南ＲＣと合同 

  会長・副会長・会長ｴﾚｸﾄ・幹事は10：20集合 

  「ガバナーと役員の懇談会」 13：45～14：45 

（会長・副会長・会長ｴﾚｸﾄ・幹事・副幹事） 

   ＊ジャケット、ネクタイ着用 

  ９月１２日（木）  理事役員会 

  ９月１９日（金）  ３０周年実行委員会 

 １０月２０日（日）  「秋の家族会」 美浜町和久傳の森 

 

 

 

 

 

 

◆地区行事 

  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） 

  ９月 ５日（木） 京都市内２４RC連絡協議会 18：00～ 

 第１回合同幹事会 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝH（井上会員） 

  ９月 ２９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Ⅱ研修会 

 京都文教学園 9：40～16：00 （万殿会員） 

 １０月 ５日（土） ポリオ撲滅活動協賛 第74回京都市内24RC 

 

 

会長テーマ 



 

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 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年８月２２日（木）  第１４０９回例会  Vol.３０－７ 

例会プログラム 

１．８月１１日（日）第１回社会奉仕委員長会議が
 開催され、末永会員が出席されました。 
２．８月２４日（土）京都ホテルオークラにおいて
 IM第３組が開催されます。ご出席よろしくお願い
 いたします。 
３．９月５日（木）京都西南RCと合同ガバナー公式
 訪問です。ジャケット、ネクタイ着用でご出席
 お願いいたします。 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
８月２７日（火）京都洛中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ ） 
８月２８日（水）京都ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都にて） 
８月２９日（木）京都南ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙＨ京都にて） 
８月２９日（木）京都イブニング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。 
８月２６日（月）京都紫野ＲＣ 
８月２７日（火）京都洛南ＲＣ 
８月２８日（水）京都西北ＲＣ 
８月３０日（金）京都洛西ＲＣ 
９月 ９日（月）京都中ＲＣ 
９月１１日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
９月１３日（金）京都紫竹ＲＣ 
９月１６日（月）京都平安ＲＣ 
９月１８日（水）京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
   京都朱雀ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

会員誕生日お祝い   

  ９日 菱田匡樹会員 １４日 末永 寛会員   

 １７日  田中 守会員 １７日 上原従正会員 

 ２６日 中川俊夫会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 万殿慎二会員夫人 美栄子様 

   ２１日 安田 勝会員夫人 多津枝様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 内田勝彦会員 総合ﾚﾝﾀﾙ㈱ﾚﾝﾄｵｰﾙ京都 
 

８月おめでとうございます 

 

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 
 

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、上山、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 

  

 

９月５日（木）のガバナー公式訪問は 

ジャケット、ネクタイ着用でお願いします。 

 

「ＲＡＣニュース」発刊・配信のお知らせ 
 

「ＲＡＣニュース」１・２号が発刊されました。 

回覧用は例会受付にございます。 

地区ホームページのローターアクトのバナーを 

クリックしてもご覧いただけます。 

   https://rac-2650.com/news/ 



８月２９日（木） 
 

「会員スピーチ」 
  松尾 義平会員 
  安田  勝会員 

８月８日（木）例会 
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２３名（４名）  ８２．１４％ 
ご来客  ４名 
７/２５ＭＵ後の出席率  ９３．７５％ 

「インターアクト夏期研修参加報告」 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 97,000円 

目標額 726,000,円 達成率 13％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

万殿 慎二 

・ロータリー財団セミナー参加してきま

 した。 

髙橋 英明 ・熱中症に気をつけて下さい。 

出射 靖生 ・インターアクトの皆様ようこそ。 

安田  勝 ・今日は立秋とか この暑さ。 

【 】 小計   0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 8,000円    今年度累計 47,000円 
目標額 400,000円 達成率 12％ 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円 今年度累計 259,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 20％ 

 

末永  寛 

・インターアクトの皆様のスピーチ楽し

 みに。 

吉田  修 ・インターアクトの皆様、ようこそ！ 

 

稲掛 英男 

・インターアクトの皆さんのお話しを 

 楽しみに。 

 

井上 正佳 

・インターアクトの皆さん、報告がんばっ

 て下さい。 

 

田中  守 

・山口先生、一島秀汰君、伊藤愛梨さん 

 参加報告楽しみです。 

千田  適 ・暑中お見舞い。 

 

内山 正元 

・渋野ひな子プロがゴルフ全英オープン

 で優勝！やるもんだ！ 

森  正廣 ・乗鞍高原散策、夕焼と星が見どころ。 

 

髙橋 英明 

・インターアクト夏期研修のお話しを楽

 しみにしています。 

 

児嶋 雄二 

・札幌真駒内ＲＣの皆さん、大変お世話に

 なりました。 

林  良訓 ・あついです。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 167,000円 
目標額 792,000円 達成率 21％ 1人当たり24,000円以上 

児嶋 雄二 ・洛西高等学校IACの皆さん、いらっしゃい。 

林  良訓 ・琵琶湖大花火大会です。 

上原 従正 ・新潟県長岡市の花火は圧巻でした。 

出射 靖生 ・台風１０号が心配ですね。 

谷口 泰義 ・暑さに負けない様に。 

 

藤井文治郎 

・暑いですね！！この暑いさなか、休会

 にしておけばよいのに。 

BOXへ 吉田  修、井上 正佳、稲掛 英男 

田中  守、千田  適 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、井上 正佳 

出射 靖生 ・立秋なのになぜこんなに暑いのか。 

太田 勝彦 ・自祝 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 

 

菱田 匡樹 

・山口先生、一島君、伊藤さん、本日は 

 宜しくお願いします。 

 

山本 拓生 

・洛西高校のインターアクトの皆様、今日

 はよろしくお願いします。 

吉田  修 ・府立洛西高校IACの皆様ようこそ！ 

万殿 慎二 ・洛西高校の皆様ようこそ。 

森  正廣 ・夏期研修報告楽しみに。 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

安田  勝 ・クラブの発展の為に。 

 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 

 
嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 

 

実施日：   ２０１９年９月１日（日） 小雨決行 

時 間：   午前１０時～１１時 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い  

＊多数のご参加をお願い致します。 



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 

8/23 京都東 「小さな美術館での西洋と東洋の出合い」 
会員 宗本 順三様 

（金） 京都伏見 「京都・大阪で映画を創る」 日本チャップリン 
協会会長 脚本家 大野 裕之様 

 
京都洛西 

「プロ野球チームのマネジメント」  
オリックス野球クラブ㈱ 名誉会長  

大阪RC会員 西名 弘明様 

 京都紫竹 「会員スピーチ」 1997～1998年度（第7期）
会長 チャーターメンバー 新木 直人会員 

8/26

日 
京都西 

「御寺(みてら)の風景」京都嵯峨野RC
直前会長 真言宗泉涌寺派宗務総長  

  藤田  浩哉様 

（月） 京都紫野 納涼家族例会の為例会日時場所変更  
＊ビジター受付はありません。 

 京都中 「青少年交換留学生スピーチ」 
Brendan Kenneth Wiepking君 

 京都平安 18：30 次回の例会は、９月２日（月）の開催 
予定になります。 

8/27 

京都東山 

「いのちの博物館～京都市動物園の歴史と役
割～」京都市動物園 元園長 秋久 成人様 

「IAC夏期研修 カンボジア報告」東山中学 
高等学校 神原 祥馬様、山本 雄翔様 

（火） 
京都西南 

「どうなる働き方改革」～何故、今？働
き方改革の目指すもの～社会保険労務士 

 京都紫竹ＲＣ 原田孝一朗氏 

 京都洛中 納涼同伴親睦会の為、例会時間場所臨時変更 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛南 ３１日（土）地区IM第４組ホスト開催の為
例会臨時変更＊ビジター受付はありません。 

8/28 京都 「夜間例会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（水） 京都西北 「京都洛西ＲＣとの合同例会」 
＊ビジター受付は行いません。 

 京都北東 「会員増強クラブフォーラム」 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 「ロータリーとは」 RI第2650地区  
西村信行ガバナー補佐（京都南ＲＣ） 

8/29 

 
京都南 京都南ＲＣ/京都南ＲＡＣ合同夜間例会

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（木） 京都北 ～創立６２周年記念例会～ 

 
京都洛北 

「プロサッカークラブ、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㈱ 代表取締役 添田 隆司様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「第３回クラブ協議会（公式訪問前）」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 
京都さくら 

「人形づくりを通して気づいたコト」 
有職京人形司 平安寿峰 

有限会社 沙雅の人形 取締役 大久保佳様 

 
京都乙訓 

「児童養護施設青葉学園と子供達の現状に
ついて」 社会福祉法人 青葉学園 理事長 

 江口 昌道様 

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/ 


