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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 

 ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERED  
AUGUST 21.1989 

 

「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 9：45集合 

 １０月２０日（日）  「秋の家族会」 美浜町和久傳の森 

  9：00 JR京都駅八条口バスターミナル 

   インテリア末永前 

  9：20 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8：00、8：30開始 小畑川グランド 

 １１月６-８日  三重中央ＲＣ創立３１周年記念例会 

   

 

 

 

◆地区行事 

 １１月 ９日（土） 国際奉仕セミナー 13：00～15：00 

 米国ハワイ州ホノルル国際大会説明会 

 15：30～17：00 メルパルク京都 

 １１月１２日（火） ロータリーほろにが会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞＨ 

 18：00～ ホストクラブ：京都さくらＲＣ 

 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16-17日 インターアクトクラブ地区大会   （森会員） 

 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                               

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

今日の歌 「紅葉」 

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 

 「京都の伝統と文化に携わって」 

  株式会社マックス      代表取締役  

      上村 明美様 
 

閉会点鐘    13：30   

上村 明美
か み む ら  あ け み

 様 
 

ご略歴 鹿児島県出身                      

          山口大学工学部社会建設工学科卒  

         山口大学感性デザイン工学科 

 中薗研究室助手 

          五条坂茶わん坂ネットワーク  

プロデューサー 

 街の色研究会・京都 事務局長 

  

専 門： 物流業務システム開発、 

 コンピュータグラフィックス及び 

 色彩学の教育 

 美術・工芸に関する展覧会などの 

 プロデュース 

 国際学会コーディネート 

 ２０１９年１０月１０日（木）  第１４１６回例 Vol.３０－１４ 

例会プログラム 

１．１０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が開催されました。
 井上、児嶋、林、三田、髙橋、王の各会員が参加され
 ました。 
２．本日例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 
３．１０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。 
４．ガバナー事務所より、ロータリー希望の風奨学金寄付に
 対するお礼状が届きました。（一人当たり２千円寄付） 

日 時 2019 年１０月３日(木) 例会終了後 
出席者 髙橋、山本、万殿、内田、吉田、森、児嶋 
 菱田の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．第４回クラブ討論会について  10/17（木） 
４．「秋の家族会」について   10/20（日） 
５．「春の家族会」について 
６．「クリスマス家族例会」について 

７．第２７回京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会について 
      11/4（日） 
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．第２回炉辺会合について 
11．第２回クラブ協議会について  
12．京都書画院への寄付協力について  
13．会員増強について 
14．３０周年について  
15．その他 

 

◆ロータリーレートの変更 
１０月のレートは１ドル＝１０８円となりました。 
（９月＝１０６円） 
 

◆ビジターフィーの変更 
１０月よりビジタフィーが変更になりました。 
京都西ＲＣ 
  通常例会 ４,４００円（現行 ４,３００円） 
  節食ﾗﾝﾁ ２,９００円（現行 ２,８００円）  
京都西北ＲＣ  
   ４,５００円（現行 ４,０００円） 
京都洛南ＲＣ 
  通常例会 ４,１００円（現行 ４,０００円） 
  節食ﾗﾝﾁ 
 

◆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） 
 ＊ビジター受付は平常通り行われます。 

今日の歌  「もみじ」 
 

秋の夕日に照る山もみじ 

濃いも薄いも数ある中に 

松をいろどる楓
かえで

や蔦
つた

は 

山のふもとの裾模様
すそもよう

 

 

１０月１１日（金）京都紫竹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 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 



１０月１７日（木） 
 

クラブ・デー -米山奨学月間スピーチ- 
「コスタリカの紹介と自己紹介」 

カストロ アラヤ，ロイネル フランシスコ君 

１０月３日（木）例会     
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２５名（６名）  ８３．３３％ 
ご来客  ０名 
９/２６ＭＵ後の出席率  ８２．１４％ 

【 】 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 8,000円    今年度累計 73,000円 
目標額 400,000円 達成率 18％ 

「会員スピーチ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 225,000円 

目標額 726,000,円 達成率 31％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・ＲＬＩで６時間勉強してきました。 

山本 拓生 ・あさってサモア戦応援行ってきます。 

菱田 匡樹 ・スピーチやります。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

【ニコニコ箱】 小計 44,000円 今年度累計 483,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 37％ 

児嶋 雄二、髙橋 英明、万殿 慎二 

王   杲、稲掛 英男 

・三田会員、菱田会員のスピーチ楽しみに。 

 

谷口 泰義 

・三田さん、菱田さんスピーチ頑張って 

 下さい。 

德田 正彦 ・残暑きびしいです。 

BOXへ 三田 昌資、千田  適、鎌野 孝和 

 

森  正廣 

・「北九州無法松ツーデーマーチ」＋

 せっかくウォークで三日間楽しみました。 

 

 

山本 拓生 

・アイルランド戦、勝ちました！ 

 ジャイアントキリング、目の前で観戦

 できて幸せです。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 297,000円 
目標額 792,000円 達成率 38％ 1人当たり24,000円以上 

藤井文治郎 ・三田、菱田会員のスピーチ楽しみです。 

王   杲 ・台湾の入国許可を取れるように。 

BOXへ 稲掛 英男、三田 昌資、千田  適 

鎌野 孝和、万殿 慎二 

瀬田 保二 ・国際交流に御協力を。 

 

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 

 

参加予定者： 万殿、森、髙橋、谷口、徳田、山本、吉田 

 の各会員、千田、末永、内山、上原、上山、王 

 の各夫妻、内田夫人、内田夫人ご家族、米山 

 奨学生ロイ君、松本先生、事務局 合計２４名 

 

内山 正元 

・ラグビーワールドカップ３試合見て 

 きました！ 

安田  勝 ・ラグビー日本代表の健闘を称えて。 

 

吉田  修 

・10/18 西総合支援学校の贈呈式 

 欠席お詫び。 

林  良訓 ・早退お詫び。 

 

吉田  修 

・次週例会欠席お詫び。10/6～10/10まで

 大学同期会で北海道に遊びます。 

松尾 義平 ・高齢者にはきびしい夏でした。 

出射 靖生 ・総会も無事終えることができました。 

森  正廣 ・金印の島「志賀島温泉」でゆったり静養。 

瀬田 保二 ・国際交流に御協力を。 

藤井 文治・稲掛先生楽しみです。 

髙橋 英明 ・ラグビー日本勝ちました。 

出射 靖生 ・今年も台風が多いですね。 

 

内山 正元 

・ラグビー日本代表がアイルランドに 

 勝利！勝因はタックス９３％成功。 

三田 昌資会員    菱田 匡樹会員 

BOXへ 稲掛 英男、千田  適、鎌野 孝和 

 

 

 

吉田  修 

・世界陸上５０ｷﾛ競歩で初の金メダル。 

 ラグビーでは世界トップのアイル

 ランドを破るなど素晴らしい活躍が

 続きますね。 



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 

10/11 京都東 「地区社会奉仕委員会に出向させていた 
だいて 」          会員 影近 義之様 

（金） 京都伏見 ～新会員スピーチ～  
吉川 弥志会員、中見 大督会員 

 
京都洛西 

「昭和は遠くになりにけり～CMにみる昭和」
コピーライター、元電通京都支社長  

伊志峰正廣様 

 京都紫竹 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

10/14 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 次回の例会は、１０月２８日
（月）の開催予定になります。  

10/15 

京都東山 

「前方後円墳は現代アートである」 
大雅堂 代表者 庄司 惠一様 

クラブ・フォーラム（クラブ戦略策定） 
担当 クラブ戦略策定委員長 木村 安輝様 

（火） 京都西南 国際奉仕フォーラム 

 

京都洛中 

「これからの社会で求められる考え方 
‐マーケティング・起業・批判的思考-」
京都大学経営管理大学院  
経営研究センター長  教授   若林 靖永様 

 
京都洛南 

「運転免許の自主返納を考えてみません
か？」 文化市民局 くらし安全推進部 
くらし安全推進課 課長 波多野 健様 

10/16 京都 「 平安神宮神苑の生きものたち 」 
平安神宮 宮司 本多  和夫様 

（水） 京都西北 「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。 

 京都北東 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 
京都嵯峨野 

「伝統素材『漆』を現代に活かす～MR
漆を使った新規利用分野の開拓～」 
㈱佐藤喜代松商店代表取締役 佐藤   貴様 

 京都朱雀 「音楽例会」      石上真由子様 

10/17 

 
京都南 台北南RC歓迎夜間例会のため例会変更

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（木） 京都北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛東 「ガバナー公式訪問所感」 
R.I.第2650地区ガバナー 佐竹 力總様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「社会奉仕部門フォーラム」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「社会奉仕フォーラム」  
社会奉仕委員長 伊東 一壽様 

 京都さくら 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「はじめまして」 
米山奨学生 サイサニット ウサバディ様 

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/ 


