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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 

  ９時００分 JR京都駅八条口バスターミナル 

  ９時２０分 洛西エミナースバス停前 

 １０月２４日（木）  京都桂川ＲＣ「婦人の会」 12：00集合 

  近又 岩倉邸 

   

 

 

 

 

 

◆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） 

 １０月  ８日（火） ロータリーほろにが会 １８：００～レストラン菊水 

 ホストクラブ：京都中ＲＣ・京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 

 

会長テーマ 

「オンフルール」 

井上 正佳会員 画  



2019-20年度 第１回炉辺会合（３班）の報告 
 

 ２０１９-２０年度第１回目の第３組炉辺会合を令和元年  

９月１２日（木） ＰＭ６：００より、東山区新橋通花見小路

西入の「梅乃屋」で行いました。 

出席者は谷口、内田、井上、森、山本会員と私、稲掛の

合計６名で、テーマの「会員増強」と「３０周年記念行事」

について話し合いました。 

 まず、３０周年記念行事については井上会員と森会員が

詳しく、本年１０月１８日に障がい者施設の京都西総合

支援学校にウッドデッキを贈呈する件、又、１２月１７日から 

１２月２２日まで寺町三条上ルのギャリエ ヤマシタにて、  

障がい者の画いた絵を展示する件、又、来年の３月１５日

に行う３０周年の記念式典の準備が着々と進められてい

るということでした。 

 会員増強に関しては、今のことろ脈のありそうな人（２～

３人）に色々お話をしているということでした。議題のテー

マのお話しはすぐに済んで、皆さん色々な雑談に花を咲

かせ、谷口さんは岩倉具視についての非常に詳しいうん

ちくを話して下さり、おいしい料理とそれぞれ好みのお酒

を飲みながら舌鼓を打っていました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告者 稲掛 英男 

 

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 
 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年９月１９日（木）  第１４１３回例会  Vol.３０－１１ 

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。 

日 時 2019 年９月１２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．「嵐峡の清流を守る会」の協力について 
４．第３回クラブ討論会（会員増強）について 9/19（木） 
５．第４回クラブ討論会について     10/17（木） 
６．「秋の家族会」について      10/20（日） 

７．「春の家族会」について 京都西南ＲＣと合同開催 
８．台湾三重中央ＲＣ創立３１周年記念例会について 
９．第５回クラブ討論会（財団・米山）について11/28（木） 
10．洛西高等学校創立４０周年記念式典について 
11．京都書画院への寄付協力について  
12．会員増強について 
13．その他  

 
創立30周年記念事業 

「京都市立西総合支援学校へウッドデッキを寄付」 

寄付受納および感謝状贈呈式のご案内 
 

日時： ２０１９年１０月１８日（金） 午前１０時～１１時 

 集合時間 ９：４５ 
 

場所： 京都市立西総合支援学校  

     （京都市西京区大枝北沓掛町1丁目21-21） 
 

概要： 学校長挨拶 

 京都市教育委員会より挨拶 

 目録贈呈 

 感謝状贈呈及び謝辞  

 児童生徒代表からのお礼の言葉 

 記念写真 

 高等部生徒によるおもてなし 

※ 会場へのアクセスは例会場においてご案内して 

  います。 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
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） 
１０月 １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） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
９月２５日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
９月２６日（木）京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ、京都さくらＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 



９月２６日（木） 
 

 「未定」 

９月１２日（木）例会     
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２５名（５名）  ８６．２１％ 
ご来客  ０名 
８/２９ＭＵ後の出席率  ９３．３３％ 

【 】 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 59,000円 
目標額 400,000円 達成率 15％ 

 「会員スピーチ」 

    井上 正佳会員 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 182,000円 

目標額 726,000,円 達成率 25％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

内山 正元 ・井上会員のスピーチを楽しみにしています。 

 

髙橋 英明 

・ガバナー公式訪問ではお世話になり 

 ありがとうございました。 

末永  寛 ・井上さんのスピーチを楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、井上 正佳 

太田 勝彦 ・井上さんのスピーチたのしみです。 

菱田 匡樹 ・井上会員のスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

森  正廣 ・熊野本宮参拝。 

BOXへ 鎌野 孝和、千田  適、井上 正佳 

 

会員誕生日お祝い   

   ４日 王  杲会員         ６日  万殿慎二会員 

   ８日 山田芳弘会員 １３日 谷口泰義会員 

  ２８日 出射靖生会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 山本拓生会員夫人 真由美様 

   １５日 髙橋英明会員夫人 友子様 
 

結婚記念日お祝い 

 ３０日 太田勝彦会員 ３０日  井上正佳会員 
  

創業記念日お祝い 

  １日 千田 適会員 法律事務所なみはや 

  １日 末永 寛会員 (有)インテリア末永 
 

９月おめでとうございます 

【ニコニコ箱】 小計 31,000円 今年度累計 398,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 31％ 

髙橋 英明 ・井上幹事のお話しを楽しみにしてます。 

林  良訓 ・井上さんスピーチがんばってね。 

万殿 慎二 ・井上さんのスピーチ楽しみです。 

王   杲 ・井上幹事のスピーチを楽しみに。 

井上 正佳 ・ガバナー公式訪問お疲れさまでした。 

 

松尾 義平 

・合同例会欠席おわび、朝夕少し涼しく

 なりました。 

 

森  正廣 

・十津川温泉「すばる」でゆったりとした 

 時を過ごしました。つり橋と温泉の街。 

BOXへ 三田 昌資、末永  寛、鎌野 孝和 

稲掛 英男 ・井上会員のスピーチ楽しみに。 

 

 

藤井文治郎 

・フロントの人いない！！男女英語の出

 来ない人でもＯＫです！！オープン

 出来ない！！年齢とわない。 

 

安田  勝 

・ラグビーＷ杯での日本代表の健闘に 

 期待して。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 246,000円 
目標額 792,000円 達成率 31％ 1人当たり24,000円以上 

藤井文治郎 ・井上さんのスピーチ楽しみです。 

谷口 泰義 ・井上さんのスピーチ楽しみに。 

上原 従正 ・井上会員のスピーチを楽しみに。 

BOXへ  王  杲、鎌野 孝和、三田 昌資 

 稲掛 英男 

山本 拓生 ・井上さんのフルスピーチ楽しみに。 

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 



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 

9/20 京都東 「ラグビーワールドカップ 観戦の楽しみ方」 
会員 中村 公紀様 

（金） 京都伏見 「神仏を描くまでの道のりと、これから」  
神仏画家 月涛賀ゆうさん 

 京都洛西 「インターアクト地区大会に向けて」  
IAC委員  赤松 和雄君 

 京都紫竹 「歴史講座 桓武天皇と平安京」 
京都産業大学 名誉教授 井上 満郎様 

9/23 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」 

9/24 
京都東山 

「芸術の秋・京都市の文化芸術」 
京都市 文化市民局 文化芸術都市推進室長 

尾崎  学様 

（火） 京都西南 「未定」 
京都文化博物館 学芸員 西山  剛様 

 京都洛中 「京都市立芸術大学・テラス構想」京都
市立芸術大学 理事長･学長 赤松 玉女様 

 京都洛南 「未定」大雅堂 代表者 
京都南ＲＣ会員 庄司 惠一様 

9/25 
京都 

「元日本代表が語る～ラグビーワールド
カップの楽しみ方～」有限会社 大八木
淳史事務所  代表取締役 大八木淳史様 

（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 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 「密教の祈り（仮）」   
 久修園院内  西  弥生様 

9/26 

 京都南 
「予防のすすめ～健康寿命延伸のために～」
一般社団法人京都府医師会 

京都モーニングRC会長 松井 道宣様 

（木） 京都北 ｢グランドハープ弾き歌いによる演奏｣
ハーピスト・ソプラノ 速海ちひろさん 

 
京都洛北 

「南里沙が奏でる魅惑のクロマチック
ハーモニカ」クロマチックハーモニカ奏者 

 南  里沙様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

クラブ広報部門フォーラム  

 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 「休会」＜定款第８条第１節（ｃ）に 
より＞＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「詩吟は生涯学習！」 長岡京吟詠会 会長 
 本庄賀秀峰様 

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/ 


