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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  

９-10月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 ９月 １日（日）  嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動」 

 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 １日（火）  京都府立洛西高等学校創立40周年 

  記念式典 

 

 

◆地区行事 

  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 

  懇親チャリティーゴルフ大会 琵琶湖ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌ 

（林、井上、児嶋、三田、髙橋、王の各会員）  ゙

 

会長テーマ 

 



 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌 「われは海の子」 

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 

 「会員スピーチ」 

    松尾 義平会員 

    安田   勝会員 

閉会点鐘    13：30   

 

秋の家族会のご案内 
 

日 時： １０月２０日(日)   日帰バス旅行 

 ① ９時００分  J R京都駅八条口バスターミナル 

 ② ９時２０分 洛西エミナースバス停前 

 ③１７時３０分  京都帰着 

 

行き先： 和久傳の森、森の中の家（美術館）見学、 

 工房見学 

 天橋立傘松公園（ケーブル・ロープウェイ利用） 

   

会 費： 会員 １万円、 家族 ６千円 

 

 

 

 

         親睦委員長 

 上原 従正 

 ２０１９年８月２９日（木）  第１４１０回例会  Vol.３０－８ 

例会プログラム 

１．８月２４日（土）京都ホテルオークラにおいて
 IM第３組が開催されました。 
２．次週の例会は京都西南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。 
３．９月１日（日）嵐峡の清流を守る会「河川清掃
 活動」が行われます。ご参加よろしくお願いいた
 します。 
４．９月１日（日）京都ホテルオークラにおいて、職業
 奉仕担当者懇談会か開催され、内山職業奉仕副委員長
 が出席されます。 

 

佐竹 力總ガバナー公式訪問次第 
 

日 程  ９月５日（木） 
 

場 所  ザ・サウザンド キョウト 
 

同行者  馬場 益弘ガバナー補佐 

随行者  長谷川忠夫副幹事長 
 

１０：２０  ホテル玄関 役員集合  

１０：４０  ホテル玄関前 ガバナーご一行お出迎え 
   

１２：２５  例会場へご案内 

 ＊ガバナー・随行者の例会場への入場時は、全員起立し 

   拍手にてお迎えする。「友よ！！」にあわせて入場。 

１２：３０  例会 開会・点鐘 

１３：００  ガバナーアドレス 

１３：３０  閉会・点鐘 ガバナーご一行退席 

  ＊退場時全員起立拍手  

   

１３：４５  京都桂川ＲＣガバナーと役員の懇談会 

   ガバナーご一行 

 

 

 

  

ジャケット、ネクタイ着用でお願いします。 

 今日の歌   「われは海の子」 

我は海の子白浪の  

さわぐいそべの松原に 

煙たなびくとまやこそ  

我がなつかしき住家なれ 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
９月 ３日（火）京都西南ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都にて） 
９月１７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） 
９月２６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１８日（水）京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
   京都朱雀ＲＣ 
９月２５日（水）京都西北ＲＣ 
９月２６日（木）京都さくらＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 



９月５日（木） 
 

京都西南ＲＣと合同「ガバナー公式訪問所感」 
 ＲＩ第2650地区ガバナー 
   佐竹 力總様 

８月２２日（木）例会 
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２４名（５名）  ８２．７６％ 
ご来客  １名 
８/８ＭＵ後の出席率  ８７．１０％ 

【 】 小計 30,000円 今年度累計 127,000円 

目標額 726,000,円 達成率 17％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

 

吉田  修 

・過日（18日）大久保 昇さんを偲ぶ会に 

 行って参りました。参加者は８０名で

 した。 

 

髙橋 英明 

・森会員、菱田会員のお話し楽しみにし

 てます。 

林  良訓 ・まだ夏ですね。 

【 】 小計  2,000円  今年度累計  17,000円 
目標額 66,000円 達成率 26％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 3,000円    今年度累計 50,000円 
目標額 400,000円 達成率 13％ 

【ニコニコ箱】 小計 24,000円 今年度累計 283,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 22％ 

稲掛 英男 ・クラブデーよろしく。 

髙橋 英明 ・ほろにが会 お世話になりました。 

 

千田  適 

・お盆はいかが過ごされましたか、それに

 しても暑いですね。 

 

 

瀬田 保二 

・皆様お変わりございませんか 

 暑さももう少しで納まると思います。 

 頑張ってお勤めに。 

山本 拓生 ・甲子園は決勝戦ですね。 

林  良訓 ・甲子園楽しみですね。 

 

 

吉田  修 

・今年も五山の送り火を鳥居形の下で観

 ました。広沢の池の灯籠流しもきれいで

 した。 

 

万殿 慎二 

・森さん、菱田さんのスピーチ楽しみ 

 です。 

 

森  正廣 

・「伊勢内宮」真夏の暑いさ中、おかげ横丁

 はいっぱいです。 

児嶋 雄二 ・初めて日光東照宮にいって来ました。 

【 】 小計 24,000円 今年度累計 191,000円 
目標額 792,000円 達成率 24％ 1人当たり24,000円以上 

 

菱田 匡樹 

・森委員長スピーチ何卒宜しくお願いし

 ます。 

万殿 慎二 ・ようこそ、ロイ君。 

髙橋 英明 ・ロイ君ようこそ。 

上原 従正 ・ロイ君お元気ですか、皆様残暑お見舞。 

 

吉田  修 

・きょうは高校野球の決勝戦！早く帰って 

 観なければなるまい。 

BOXへ 上山 泰弘、稲掛 英男、田中  守 

児嶋 雄二、千田  適、鎌野 孝和 

内山 正元 ・本日、高校野球の決勝が。 

クラブ・デー 

 「第２回クラブ討論会」（青少年奉仕） 

 
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。 

BOXへ 田中  守、藤井文治郎、三田 昌資 

上山 泰弘、鎌野 孝和、太田 勝彦 

王   杲 ・先日ほろにが会大変楽しかったです。 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

谷口 泰義 ・ほろにが会ごくろうさんでした。 

 

山本 拓生 

・今年も菅平高原でラグビーを満喫して 

 きました。 

 

森  正廣 

・大文字五山送り火初めて出町で見ま

 した。こちらもいっぱいです。 

BOXへ 王   杲、鎌野 孝和、上山 泰弘 

三田 昌資、田中  守、稲掛 英男 

BOXへ 千田  適、吉田  修、太田 勝彦 

BOXへ 三田 昌資 

 森青少年奉仕委員長 菱田青少年奉仕副委員長 

８月会員誕生日お祝い 



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 

8/30 京都東 「フェイクニュース？それともジョーク？」 
会員 山科 隆雄様 

（金） 京都伏見 ～ガバナー公式訪問前クラブ・アッセンブリー～ 

 京都洛西 京都西北ＲＣとの合同例会の為、8月28日
（水）に変更＊ビジター受付はありません。 

 京都紫竹 「京料理について」元京都紫竹ＲＣ2006-07 
年度会長 山ばな平八茶屋 園部 平八様 

9/2日 京都西 「即位礼・大嘗祭について」 
松尾大社宮司 会員 生嶌 經和様 

（月） 京都紫野 「クラブフォーラム（青少年奉仕部門）」 

 京都中 「ＲＹＬＡ報告」2018-19年度ＲＹＬＡ 
受講生 石崎  陸様 

 京都平安 18：30 「米山学友世界大会の魅力について」 
京都平安RC 小島 裕史会員 

9/3 
京都東山 

クラブ・デー クラブ・フォーラム 
会員増強委員長 柴田 義典君様 

前年度決算報告 

（火） 
京都西南 

 京都桂川ＲＣとの合同「ガバナー公式訪問
所感」のため、９/５に例会日変更。 

＊ビジター受付は平常通り行います。 

 京都洛中 「音楽例会」 メゾソプラノ 永松 圭子様 
ピアノ 橋本 尚様 

 
京都洛南 

「京の旬野菜推奨事業～栄養たっぷり、
京の旬野菜を食べる～」京都市産業観光局
農林振興室農林政策担当部長  内田 正俊様   

9/4 京都 -新会員スピーチ-「ＴＶプロデューサー 
という仕事」田波 宏視様 

（水） 京都西北 「前方後円墳は現代アートである」 
㈱MASA 代表取締役会長  庄司 惠一様 

 京都北東 「オリンピックに望む」 
同志社大学名誉教授  田淵 和彦様  

 京都嵯峨野 「ノーランドカレッジ海外研修 
     帰国報告会」木村 穂乃さん  

 京都朱雀 「ご飯（お米）を美味しく食べていただく
-供給側の役割-」㈱サタケ 後藤 清和様 

9/5 

 
京都南 「新会員スピーチ」  上田 邦博会員 

江本 出夫会員、湊  和則会員 

（木） 京都北 ｢京都の街を走った市電を振り返る 
－烏丸線編－｣鉄道愛好家 福田 静二様 

 
京都洛北 

「前方後円墳は現代アートである」 
㈱ＭＡＳＡ代表取締役会長 京都南ＲＣ 

会員 庄司 恵一様 

 京都洛東 「2018～2019年度RYLAを受講して」 
受講生 西村 愛璃さん 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「未定」正覚庵（東福寺塔頭） 
前住職 平住 徹洲様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「公式訪問に向けて」 
会長 萩原 暢子様、幹事 河佐 英俊様 

 
京都さくら 

「影の教育－学校外教育費について」 
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 

政策学部教授 博士 田中 宏樹様 

 京都乙訓 「公式訪問に備えて」 
ガバナー補佐 長谷川 太一様 

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/ 


