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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    

 １０月 ３日（木） 理事役員会 

 １０月１０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 

（藤井、児嶋、内田、王、林、太田、谷口、万殿の各会員） 

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 「四つのテスト」 

今日の歌 「村祭り」 

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」 

         織田 鉄也会員 
 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年９月２６日（木）  第１４１４回例会  Vol.３０－１２ 

例会プログラム 

１．９月２９日（日） 京都文教学園において、第2650

 地区ＲＬＩパートⅡ研修会が開催され、万殿会長エレ
 クトが出席されます。 
２．次週例会終了後、１０月度理事役員会を開催します。 

 
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。 

2019-20年度 第１回炉辺会合（１班）の報告 
 

  ９月２１日（土） 午後６時から味処てらさきにおいて、  

炉辺会会合が開催されました。 

出席者は9名（児嶋、万殿、内山、中川、藤井、德田、髙橋 

井上、三田） 

 テーマである会員 

増強についてお話を

したのち、例会では 

出来なかった色々な

話をする等して楽し

いひと時を過ごし  

午後8時30分頃まで

談笑いたしました。 

  

報告者 三田 昌資 
 

  

2019-20年度 第１回炉辺会合（２班）の報告 
 

日  時  ９月１６日（祝） ６時３０分～ 

場  所  京都ホテルオークラ６階「入舟」 

出席者 松尾 瀬田 近藤 織田 末永 
 

  年寄り４名と若い会員１名での会合でしたが、会員増強は

やはり若い会員の知人、友人の輪で頑張ってもらいたい  

ということで織田君にお願い。 

  又、創立３０周年のメイン事業の京都市立西総合支援   

学校のウッドデッキの寄付贈呈式には是非出席しょうと   

皆が一致。 

  近藤さんが出席されたので、最近の政治や京都府政に

ついて、あれやこれやと話してもらい美味しい料理と日本

酒をいただき楽しい一時でした。 

報告者 末永   寛 
 

 

「ＲＡＣニュース」発刊・配信のお知らせ 
 

「ＲＡＣニュース」３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/ 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
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） 
１０月１７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） 
１０月３１日（木）京都モーニングＲＣ 
（7：00-8：00、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
１０月３１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２６日（木）京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 
１０月 ７日（月）京都中ＲＣ 
１０月 ８日（火）京都洛南ＲＣ 
１０月 ９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
１０月１０日（木）京都北東ＲＣ 
１０月１６日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
１０月１７日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 



１０月３日（木） 
 

「会員スピーチ」 
 

     三田 昌資会員、菱田 匡樹会員 

９月１９日（木）例会     
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２７名（６名）  ９０．０％ 
ご来客  ４名 
９/５ＭＵ後の出席率  ９６．５５％ 

【 】 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 1,000円    今年度累計 60,000円 
目標額 400,000円 達成率 15％ 

  クラブ・デー 

  第３回クラブ討論会 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 201,000円 

目標額 726,000,円 達成率 28％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

菱田 匡樹 

・山本会員、内田会員のスピーチ楽し

 みにしております。 

児嶋 雄二 ・山本会員、内田会員のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、井上 正佳 

稲掛 英男、三田 昌資、末永    寛 

万殿 慎二 ・内田さんのスピーチ楽しみです。 

上原 従正 ・ロイ君お元気ですか。 

 

山本 拓生 

・稲掛先生、炉辺ありがとうございま

 した。 

BOXへ 吉田   修 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円 今年度累計 417,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 32％ 

髙橋 英明 ・山本会員、内田会員のお話し楽しみに。 

王   杲 ・今日の炉辺会を楽しみに。 

稲掛 英男 ・クラブデーによせて。 

吉田  修 ・本日、クラブデー楽しくまいりましょう。 

 

 

林  良訓 

・ついに２４ＲＣチャリティーゴルフで 

 児嶋さんと同じシニアになってしま

 いました。 

森  正廣 ・大吉山～志津川 ハイキング。 

BOXへ 三田 昌資、千田  適、鎌野 孝和 

織田 鉄也 

 

 

山本 拓生 

・アンダーアーマールーキーズカップの

 応援に福岡の宗像に行ってきました。 

 福岡スタイルの焼き鳥おいしかった。 

太田 勝彦 ・秋らしくなってほしいですね。 

【 】 小計 21,000円 今年度累計 267,000円 
目標額 792,000円 達成率 34％ 1人当たり24,000円以上 

髙橋 英明 ・ようこそロイ君 

万殿 慎二 ・山本さんのスピーチ楽しみです。 

末永  寛 ・内田君、山本君のお話を楽しみに。 

BOXへ 児嶋 雄二、千田  適、鎌野 孝和 

織田 鉄也、井上 正佳、稲掛 英男 

三田 昌資 

谷口 泰義 ・稲掛さん、炉辺お世話さんでした。 

 「会員増強について」 「規定審議会について」 

   山本 拓生会員  内田 勝彦会員 

 

瀬田 保二 

・めっきり涼しくなりました。 

 どうぞ体調に気を付けて。 

井上 正佳 ・涼しくなってきましたね！！ 

 

万殿 慎二 

・井上さん、ベリーダンスに心がうばわ

 れてしまった。 

 

森  正廣 

・さわやなか秋晴れのもと、ミニハイ

 キングが楽しい。 

安田  勝 ・今年も秋の彼岸を迎えます。 

 

 

内山 正元 

・明日（２０日）から、ラグビーワー

 ルドカップが始まります。 

 注目して下さい！！ 

吉田  修 ・先週欠席お詫び。 

林  良訓 ・早退おわび。 

９月会員誕生日お祝い 
 

万殿会員、王会員 

谷口会員と髙橋会長 
 

おめでとうございます！ 

東京ＲＣ 小谷 敬二様に 

バナーを贈呈。 
米山奨学生 ロイ君 

今日の歌   「村祭り」 
 

 村の鎮守の 神様の 

今日はめでたい 御祭日 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

朝から聞こえる 笛太鼓 



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 

9/27 
京都東 

-イニシエーションスピーチ-「自己紹介と最
近思うこと～『のこるひと』になるために～」 

会員 岡野 真之様 

（金） 
京都伏見 

～広島北RCとの姉妹クラブ締結継続調印式～
「創部41年目を迎えた京都伏見RC野球同好会」  
国内姉妹友好ｸﾗﾌﾞ委員長 松原 一郎会員 

 京都洛西 「新会員スピーチ」萬谷俊裕様、大島嘉人様 

 
京都紫竹 

「カメラ技術の深化と現在」 パナソニック㈱ 
 アプライアンス社          問房  忍様 
㈱サンエムカラー代表取締役会長 松井 勝美様 

9/30 京都西 「大使の仕事」前中国日本大使館一等書記官 
 前瀋陽総領事館総領事  松本 盛雄様  

（月） 
京都紫野 

「真に持続可能な社会に向けて～SDGｓ
とレジリエンスの融合」レジリエント・ 

シティ京都市統括監 藤田 裕之様 

 
京都中 

「ラグビーワールドカップ2019の楽しみ方２」
(有)大八木淳史事務所 代表取締役   

大八木淳史様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、１０月７日（月）の開催
予定になります。 

10/1 京都東山 クラブ・デー 米山奨学生スピーチ「文化で
心の橋を架けよう」米山奨学生 趙 巡越様 

（火） 京都西南 「休会」  
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛中 「私の母国、スリランカ」 米山奨学生 
ピンナヅーワ,ナヴォダ  タツサラニさん 

 京都洛南 「来日のきっかけと将来の夢」米山奨学生 
   ダルマワン チュン ケビン君 

10/2 京都  「京の思い出、留学生としての活動 」
米山奨学生 ﾍﾞﾅ ﾉﾋﾞｱﾝﾀﾞﾘ ﾃﾞｭｲ ﾗﾊﾕさん 

（水） 京都西北 「はじめまして」  2019-20年度米山奨学生 
 サイサニット ウサバディさん 

 
京都北東 

「アジアで最も新しい国 東ティモール
支援活動」公益財団法人 熊本YMCA 

 総括本部長 中村賢次郎様 

 京都嵯峨野 「米山奨学生としての生活」 
米山奨学生 王 海涛君  

 京都朱雀 「経営者様向け生命保険活用について」日本生命 
 保険相互会社京都代理店営業部 坂本 朋寛様 

10/3 

 
京都南 「すべては気から始まる」村井孝次会員

「流れのままに」   奥川 松男会員 

（木） 
京都北 

｢京都鉄道博物館の歩み～4年目の“地域と
歩む鉄道文化拠点”｣ 

京都鉄道博物館 四方 貞充様 

 京都洛北 故後藤浩之会員追悼例会 

 京都洛東 「私と日本」米山奨学生  金     典さん 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「ふるさと納税のウラ」京都産業大学 
学長補佐・法学部教授 前京都府知事 

 山田 啓二様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「あらぐさ広場に向けて」 
社会奉仕委員長 伊東 一壽様 

 京都さくら 「小人の冒険」 米山奨学生  
ヌル アフィファー ルシダさん  

 京都乙訓 「会員スピーチ」 
長谷川太一会員、中小路宗俊会員 

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/ 


