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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

10-１１月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 

      インテリア末永前 

  ９時２０分 洛西エミナースバス停前 

 １１月 ４日（祝） 第２７回京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会 

  集合８時、８時半開始 小畑川グランド 

 

 

 

 

◆地区行事 

 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） 

 １１月１３日（水） 京都市内24ＲＣ連絡協議会 第2回会長幹事会 

 ﾘｰｶﾞｰﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 18：00～（髙橋、井上） 

 １１月１７日（日） メジャードナー顕彰午餐会 9：00登録開始 

 神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ （德田会員） 

会長テーマ 

「芙蓉」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

国歌斉唱 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

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」 

        三田 昌資会員 

    菱田 匡樹会員 
 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年１０月３日（木）  第１４１５回例会  Vol.３０－１３ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、１０月度理事役員会を開催します。 
２．１０月５日（土）琵琶湖カントリー倶楽部において
 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が開催されます。井上、児嶋、
 林、三田、髙橋、王の各会員が参加されます。 
３．次週例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 
４．１０月１８日（金）京都西総合支援学校において、 
  創立３０周年記念事業、ウッドデッキの寄付受納および
 感謝状贈呈式が行われます。多数のご参加よろしく 
 お願い致します。 
５．ガバナー事務所より、８月下旬に佐賀県を中心とした
 九州北部豪雨災害について、2650地区復興支援義捐金を 
 用い2740地区に２００万円を送金されましたのでご報告
 いたします。（会員一人あたり５００円目安） 

2019-20年度 第１回炉辺会合（４班）の報告 
 

日  時  ９月１９日(木) ５：３０～８：3３０ 

場  所  いしまる（七条堀川東入）  

参加者 鎌野、上原、王、太田、千田、田中の各会員 
 

  テーマ 30周年事業についてはウッドデッキ贈呈式に 

多数の会員出席で事業を盛り上げようで一致、会員増強は 

候補者を炉辺会合に誘ってはどうか、会費が他クラブ 

より高いので増強にネックになっているなど、熱心に 

話し合い。 

 おいしいお酒を呑みながら楽しい和やかな一時を 

過ごすことができました。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

報告者  田中   守 

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 

 

◆住所変更のお知らせ 
 

上山会員の自宅住所が次の通り変更になりました。 
  〒615-8085 京都市西京区桂千代原町６９ 
   tel/fax ０７５-９２５-７１３０ 
 
◆例会変更・休会のお知らせ 
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。 
 

 

１０月 ７日（月）京都中ＲＣ 
１０月 ８日（火）京都洛南ＲＣ 
１０月 ９日（水）京都北東ＲＣ、京都嵯峨野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 
              京都さくらＲＣ 
１０月１８日（金）京都紫竹ＲＣ 
１０月２３日（水）京都北東ＲＣ 
１０月３０日（水）京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
１０月３１日（木）京都さくらＲＣ 
１１月 ８日（金）京都紫竹ＲＣ 
１１月１５日（金）京都紫竹ＲＣ 
１１月２２日（金）京都紫竹ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 



１０月１０日（木） 
 

「伝統文化について」 
      上村 明美様 

９月２６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  ０名 
９/１２ＭＵ後の出席率  ８６．２１％ 

【 】 小計 1,000円  今年度累計  18,000円 
目標額 66,000円 達成率 27％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 5,000円    今年度累計 65,000円 
目標額 400,000円 達成率 16％ 

「会員スピーチ」 

            

  織田 鉄也会員 

 

 
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。 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 212,000円 

目標額 726,000,円 達成率 29％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

田中  守 ・織田さんのスピーチ楽しみです。 

井上 正佳 ・織田さんのスピーチ楽しみです！ 

BOXへ 稲掛 英男、織田 鉄也、児嶋 雄二 

万殿 慎二 ・織田さんのスピーチ楽しみです。 

 

髙橋 英明 

・炉辺会では皆様お世話になりありが

 とうございました。 

BOXへ 井上 正佳、吉田  修 

【ニコニコ箱】 小計 22,000円 今年度累計 439,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 34％ 

織田 鉄也 ・今日はよろしくお願いします。 

太田 勝彦 ・織田さんスピーチを楽しみに。 

王   杲 ・織田さんのスピーチを楽しみに。 

吉田  修 ・織田さんのスピーチ楽しみに。 

髙橋 英明 ・織田さんのスピーチ楽しみに。 

稲掛 英男 ・織田会員のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 井上 正佳 

 

三田 昌資 

・炉辺会合、楽しいひと時有難うござい

 ました。 

 

 

田中  守 

・炉辺第４組に参加の皆様 楽しい和やか

 で有意義な会になりありがとうござい

 ました。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 283,000円 
目標額 792,000円 達成率 36％ 1人当たり24,000円以上 

林  良訓 ・織田君のスピーチ楽しみですね。 

 

菱田 匡樹 

・織田会員のスピーチ楽しみにして

 おります。 

BOXへ 稲掛 英男、三田 昌資、吉田  修 

田中  守 

出射 靖生 ・織田会員スピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・児嶋さん炉辺会合ありがとうございま 

 した。 

德田 正彦 ・児嶋様、先月の炉辺会合お世話様でした。 

 

吉田  修 

・内山さん、山本さん、毎日ラグビー

 観戦で寝不足ではありませんか？ 

太田 勝彦 ・織田さんにスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・織田君のスピーチ楽しみに！ 

藤井文治郎 ・児嶋さん先日はお世話になりました。 

出射 靖生 ・連続欠席おわび。 

林  良訓 ・ウッドデッキ寄付、不参加おわび。 

 

森  正廣 

・５年ぶりに町内のテニス会楽しみま

 した。 

 

万殿 慎二 

・三田さん、たいへん楽しい時間を 

 ありがとうございます。 

 

森  正廣 

・秋分の日の墓まいり、良い天気になり 

 ました。 

安田  勝 ・クラブ発展の為に。 

谷口 泰義 ・インターアクトの成長を願って。 

BOXへ 谷口 泰義 



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 

10/4 京都東 「そうだ、ローカル線にいこう～今のうちに鉄旅 」
米山奨学生 吴  裴  征君 

（金） 京都伏見 ～米山月間スピーチ～ 「ミャンマーでの寄
付 」米山奨学生 テイン テイン ヘイン さん 

 京都洛西 「About Me」     米山奨学生 レナード様 

 京都紫竹 「米山奨学生スピーチ」     李先才譲さん 

10/7 京都西 「現状と将来への展望」 
  米山奨学生 ラヤナラカスタ ホルヘ様 

（月） 京都紫野  「米山奨学生スピーチ」 
ホーマオ サントス ラファエル様 

 京都中 「お月見例会」開催の為、例会変更  
＊ビジター受付はありません。 

 京都平安 18：30 「私と日本」 米山奨学生 金  典さん 

10/8 京都東山 「未定」公益財団法人 京都清宗根付館 
 主任学芸員 伊達 淳士様 

（火） 
京都西南 

「日本絵画を解析する～楽しみ方を発見！」 
嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学・学長 

教授 日本美術史研究者 佐々木正子様 

 京都洛中 「仏教と経済」龍谷大学 学賓・真宗僧侶  
宇治鳳凰RC会員 林  猛雄様 

 
京都洛南 

「市内24RC懇親チャリティーゴルフ大会
開催に臨時変更」→５日（土）に臨時変更 

＊ビジター受付はありません。 

10/9 京都 「ネット時代の新聞 」 産経新聞社   
代表取締役社長  飯塚  浩彦様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「ドゥネイト部門 第３回クラブフォーラム」  

 京都北東 京都洛北RCと合同例会のため、例会日
場所変更＊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 「米山奨学生としての生活」王 海涛様 

10/10 

 京都南 
「B．LEAGUEの挑戦」公益財団法人
ジャパン･プロフェッショナル･バスケッ 
  トボール チェアマン     大河 正明様 

（木） 
京都北 

｢薪炭革命～木と火のある暮らし～｣｢報告 
親子向け里山・バイオマスツアーリアル社会
科｣ ㈱Hibana 代表取締役 松田直子さん 

 京都洛北 「ガバナーアドレス」（京都北東ＲＣ合同） 
ＲＩ第2650地区ガバナー 佐竹 力總様 

 京都洛東 「未定」        油谷聖一郎様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「私の母国、スリランカ」 米山奨学生 
ピンナヅーワ ナヴォダ タツサラニ様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢日本語教育実習インドネシアの感想｣ 
  米山奨学生 リュウ ハンイ―さん 

 
京都さくら 

「英語学習の向こう側・国際人育成教育」
㈱グローバルウォーターズ 代表取締役 

社長 ｶﾚﾝ・ｼﾞｭﾘｱ・ｳｫｰﾀｰｽﾞ様 

 京都乙訓 「京都府政のこれからの方針」 
京都府議会議員 能勢 昌博様 

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/ 


