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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 

９-10月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ９月１２日（木） 理事役員会 

  ９月１９日（木） ３０周年実行委員会 

 １０月１８日（金）  創立３０周年記念事業  

  京都西総合支援学校 ウッドデッキの寄付 

  受納および感謝状贈呈式 

 １０月２０日（日）  「秋の家族会」 美浜町和久傳の森 

 

 

 

   

 

 

◆地区行事 

  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 

 琵琶湖ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

                （林、井上、児嶋、三田、髙橋、王の各会員） 

 

会長テーマ 

「オンフルール」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「それでそこロータリー」 

今日の歌 「とおりゃんせ」 

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」 

    井上 正佳会員 

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９月１２日（木）  第１４１２回例会  Vol.３０－１０ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、９月度理事役員会を開催します。 
２．次週例会終了後、３０周年実行委員会を開催します。 

 

嵐峡の清流を守る会「嵐山河川清掃」の報告 
 

日時： ２０１９年９月１日（日） 午前１０時～１１時 

場所： 桂川沿いの河川敷 

参加者： 森、德田、万殿、末永の各会員 

 

朝から曇りがちで強い日差しもなく清掃には都合の  

よい空模様の中、天竜寺、学校、金融機関、観光

関係者等１７団体約１００名程が各分担区域を約１時間

程清掃を行いました。年々、ゴミが少なくなっている様

に思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告：末永社会奉仕委員長 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
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１９日（木）京都乙訓ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙ京都ｴﾐﾅｰｽ1階） 
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。 
９月１３日（金）京都紫竹ＲＣ 
９月１７日（火）京都洛中ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
９月１８日（水）京都西北ＲＣ、京都北東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。 

今日の歌   「とおりゃんせ」 
 

通りゃんせ  通りゃんせ 

ここはどこの  細道じゃ 

天神様の  細道じゃ 

ちっと通して  下しゃんせ 

御用のないもの  通しゃせぬ 

この子の七つの  お祝いに 

お札を納めに  参ります 

行きはよいよい  帰りはこわい 

こわいながらも 

通りゃんせ  通りゃんせ 



９月１９日（木） 
 

クラブ・デー 
第３回クラブ討論会 
「会員増強について」  山本 拓生会員 
「規定審議会について」  内田 勝彦会員 

９月５日（木）例会     
京都西南ＲＣと合同「ガバナー公式訪問」 
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２７名（５名）  ９３．１０％ 
    （京都西南RC ３０名） 
ご来客  ３名 
８/２２ＭＵ後の出席率  ８９．６６％ 

【 】 小計 30,000円 今年度累計 171,000円 

目標額 726,000,円 達成率 24％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

織田 鉄也 ・佐竹ガバナーよろしくお願いします。 

 

菱田 匡樹 

・佐竹 力總ガバナー、京都西南ＲＣの皆様 

 本日は宜しくお願いします。 

吉田  修 ・ガバナーをお迎えして。 

【 】 小計    0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 56,000円 
目標額 400,000円 達成率 14％ 

【ニコニコ箱】 小計 52,000円 今年度累計 367,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 28％ 

井上 正佳 ・佐竹ガバナーようこそいらっしゃいませ。 

 

万殿 慎二 

・佐竹ガバナー、本日はよろしくお願い 

 いたします。 

林  良訓 ・佐竹ガバナー、本日は御苦労様です。 

谷口 泰義 ・西南様合同例会お世話になります。 

織田 鉄也 ・京都西南ＲＣよろしくお願いします。 

髙橋 英明、德田 正彦、山本 拓生 

森  正廣、田中  守、藤井文治郎 

出射 靖生、吉田  修、内山 正元 

千田  適、太田 勝彦、稲掛 英男 

・佐竹ガバナーをお迎えして。 

 

王   杲 

・今日、京都西南ロータリーの皆様、 

 宜しくお願い致します。 

 

上原 従正 

・秋田県大曲の花火は圧巻でした。 

 やはり日本一の評価通りでした。 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 232,000円 
目標額 792,000円 達成率 29％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 髙橋 英明、井上 正佳、稲掛 英男 

三田 昌資、千田  適 

末永  寛 ・佐竹ガバナーをお迎えして。 

 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 

BOXへ 三田 昌資 

上原 従正 ・佐竹ガバナーをお迎えして。 

児嶋 雄二 ・佐竹ガバナーをお迎へして。 

安田  勝 ・ガバナー公式訪問によせて。 

 

林  良訓 

・西南ＲＣの皆様、本日はよろしくお願

 いします。 

 

田中  守 

・京都西南ＲＣの皆様、いつもお世話に

 なっています。 

王   杲 ・佐竹ガバナーをお迎えして。 

德田 正彦 ・親クラブとの合同例会よろしく。 

万殿 慎二 ・嵐山での清掃活動ご苦労様でした。 

BOXへ 田中  守、吉田  修、千田  適 

三田 昌資、稲掛 英男、井上 正佳 

BOXへ 吉田  修 

RI第2650地区 ガバナー 佐竹 力總様 

   ガバナー補佐 馬場 益弘様 

   副幹事長 長谷川忠夫様 

 

万殿 慎二 

・德田さん、森さん長次郎ではたいへん 

 お世話になりました。 

出射 靖生 ・又、暑い日が続きますね。 

万殿 慎二 ・明日は５２回目のたん生日です。 

 

森  正廣 

・徳田さん長次郎お世話になり、ありが

 とうございます。 



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 

9/13 京都東 「国際親善の渦と二人の美女」 
会員 左右田健次様 

（金） 京都伏見 ～京都洛南RCとの合同 
ガバナー公式訪問例会～ 

 
京都洛西 

「前方後円墳は現代アートである」 
MASAコーポレーション 会長  

京都南RC会員  庄司 恵一様 

 
京都紫竹 

「社会奉仕事業 障害者支援学校に浴衣を
プレゼント」開催のため、例会時間・場所変更 

 ＊ビジター受付はありません。 

9/16 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 18：30 「祝日休会」 

9/17 京都東山 「例会日時・場所臨時変更」 
＊ビジター受付へ平常通り行われます。 

（火） 京都西南  クラブデー 新入会員スピーチ 
「未定」         平尾 一之様 

 京都洛中 「休会」クラブ定款 第８条（C）項に
より休会＊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。 

9/18 京都 「ロータリーソング例会」 

（水） 京都西北 京都平安RC・京都さくらRCと３クラブ合同
「ガバナー公式訪問所感」 

＊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。 

9/19 

 京都南 
「新聞とデジタル社会」日本経済新聞社 
 執行役員 デジタル事業統括補佐  

三宅 耕二様 

（木） 京都北 ｢イスラムと生老病死｣ 同志社大学大学院 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科  教授      内藤 正典様 

 
京都洛北 

「俳句のたのしみ～俳句のユネスコ無形文化
遺産登録にむけて～」㈱京都ホテルオークラ
代表取締役社長 京都RC会員 福永  法弘様 

 京都洛東 「あの頃の芸能界、時代劇と京都」 
女優 早瀬 久美様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「追悼例会 故 飛驒富久会員を偲んで」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

 「地区財団セミナー報告」 
ロータリー財団委員長 平田 喜洋様 

 京都さくら 「ガバナー公式訪問」（京都西北RC・ 
 京都平安RCとの３RC合同） 

 京都乙訓 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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/ 


