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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

10-12月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 ７日（木） 「休会」 
 １１月６-８日  三重中央ＲＣ創立３１周年記念例会 
 １１月１４日（木）  理事役員会 
 １１月２１日（木）  創立３０周年実行委員会 
 １２月 ５日（木） 年次総会 理事役員会 
 １２月１７－２２日 障がい者アートの感動と力をみんなへ 
  30周年記念事業 「心の絵」展 11：00～18：00 
 １２月２１日（土）  クリスマス家族例会 １９日例会日時変更 
  17：30受付 18：00 

  

   

 

◆地区行事 

 １１月 ９日（土） 国際奉仕セミナー 13：00～15：00（吉田会員） 

 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（吉田会員） 

 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 「四つのテスト」 

今日の歌 「虫の声」 

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 

 「笑いも仕事も まず健康から」 

  落語家 

      桂   三風様 
 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年１０月３１日（木）  第１４１８回例会  Vol.３０－１６ 

例会プログラム 

１．１０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した。 
２．１０月２０日（日）「秋の家族会」を開催しました。 
３．１１月４日（祝）小畑川グランドにおいて、第２７回
 京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会が開催されます。 
 会長、幹事が出席します。 
４．１１月６日～８日、姉妹クラブ台湾三重中央ＲＣ創立
 ３１周年記念例会に髙橋夫妻、万殿、井上、林の各会員
 が出席します。 
５．次週、１１月７日（木）の例会は休会です。 
６．ガバナー事務所より、千葉県を中心とした台風１５号
 について、2650地区災害対策金より１００万円を送金さ
 れましたのでご報告いたします。 

 

◆ビジターフィーの変更 
１０月２１日よりビジタフィーが変更になりました。 
京都紫野Ｃ 
  通常例会 ４,２００円（現行 ４,０００円） 
  節食例会 ２,１００円（現行 ２,０００円）  
◆例会変更・休会のお知らせ 
１１月 ８日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて） 
 ＊ビジター受付は平常通り行われます。 
１１月 ７日（木）京都イブニングＲＣ、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２０日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

 

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した。 
参加者：林、井上、児嶋、三田、髙橋、王の各会員 

１１/７（木）の例会は休会です 

【ニコニコ箱】 小計 16,000円 今年度累計 527,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 41％ 

 

髙橋 英明 

・明日のウッドデッキ贈呈式ご参加よろ

 しくお願いします。  

田中  守 ・ロイ君のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 末永   寛、稲掛 英男 

藤井文治郎 ・フランシスコ君のスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・台風被害御見舞。 

 

王   杲 

・台湾に行きたいですけど 

 林さん宜しくお願い致します。 

 

 

吉田  修 

・明日、４９回目の結婚記念日！ 

 今、あるのは、すべて妻 末子のおかげ 

 （本心です）。 

林  良訓 ・ロイ君のスピーチ楽しみにしています。 

 

森  正廣 

・台風１９号を避けるため、長男が千葉か

 ら逃げてきました。 

 今日の歌  「虫の声」 
 

 あれ松虫が   鳴いている 

チンチロチンチロチンチロリン 

あれ鈴虫も   鳴きだした 

リンリンリンリンリインリン 

秋の夜長を   鳴き通す 

ああおもしろい   虫のこえ 

桂
かつら

  三風
さんぷう

 様 
 

ご略歴 昭和59年 桂三枝（現 六代 桂文枝)に入門。 

 風刺の効いた創作落語とわかりやすい古典

 落語が持ち味で創作落語は200本以上創作。 

 古典も30本以上を手がけている。 

 なかでもお客様と演者が一体となる「客席

 参加型落語」は桂三風のオリジナルスタイル 

 2003年（平成15年）に商標登録している。 

 芸歴35年を迎え、先頃 よしもと祇園花月で 

 「桂三風35周年独演会」を開催した。 



１１月１４日（木） 
 

第５回クラブ討論会（Ｒ財団・米山） 
 Ｒ財団・米山委員長   児嶋 雄二会員 
 地区財団資金推進委員  万殿 慎二会員 

１０月１７日（木）例会     
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２０名（６名）  ６６．６７％ 
ご来客  ０名 
１０/３ＭＵ後の出席率  ９０．０％ 

クラブ・デー  

【 】小計 13,000円 今年度累計 263,000円 

目標額 726,000,円 達成率 36％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

上原 従正 ・秋の家族会晴天を祈って。 

髙橋 英明 ・秋の家族会楽しみにしています。 

出射 靖生 ・秋らしくなりました。 

 

吉田  修 

・ラグビーＪＡＰＡＮの活躍 

 快挙 快挙！！ 

谷口 泰義 ・１８日欠席おわび。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、児嶋 雄二 

林  良訓 ・財団へ。 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 327,000円 
目標額 792,000円 達成率 41％ 1人当たり24,000円以上 

児嶋 雄二 ・ロイ君のスピーチ楽しみ。 

末永  寛 ・ロイ君のお話しを楽しみに。 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男、田中  守 

出射 靖生 ・フランシスコ君ようこそ。 

【 】 小計 3,000円  今年度累計  27,000円 
目標額 66,000円 達成率 41％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 安田   勝、髙橋 英明 

【 】 小計 2,000円    今年度累計 76,000円 
目標額 400,000円 達成率 19％ 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って。 

安田  勝 ・１８日の記念事業欠席お詫び。 

BOXへ 吉田  修 

内田 勝彦会員     鎌野 孝和会員 

 

 
     創立３０周年記念事業 

「京都市立西総合支援学校へのウッドデッキ寄付受納及び感謝状贈呈式」の報告 
 

 

 本日、３０周年記念事業である西総合支援学校に対するウッド

デッキの贈呈式が行われました。 

思いのほか立派なウッドデッキで安心いたしました。 

西総合支援学校の関係者の皆様、又、同校で学ぶ生徒さん達も 

大変喜んでおられる様子で、本事業を行ってよかったと感じました。 

 ただ単にウッドデッキを贈るだけではなく、今後このウッドデッ

キを利用した行事に参加できる機会があれば、我々としても尚 

嬉しいことだと思いました。 

 以上、簡単ですが報告いたします。 

 

  

 参加者：髙橋、千田 

  万殿、近藤、松尾、 

  森、末永、田中、 

  内田、内山、山本、 

  事務局 

 

 

 報告：千田30周年 

 実行委員長 



 

     

「秋の家族会」の報告 
 

 

日 時： １０月２０日(日曜日) 午前9時出発 

 

行 先： 和久傳の森(京丹後市久美浜)・森の中の家(美術館)・工房見学、天橋立傘松公園 

 

参加者： 森、千田、高橋、谷口、内田夫人、吉永さん(内田夫人のお姉さん)、万殿、内山、 

     内山夫人、末永、末永夫人、徳田、上山、上山夫人、吉田、山本、松本さん 

     古畑さん、上原、上原夫人。計20人 (敬称略) 

 

行 程： 前日の降雨は止み曇天の中、午前９時に京都駅八条口バスターミナルを出発し、 

 途中の上桂、千代原口、洛西でピックアップして京丹波市久美浜の「和久傳の森」

 に向かった。早々に、車内サロン席では和やかに酒盛りが始まり、奥さんたちも会話が

 弾んでいるうちに「和久傳の森」に到着した。早速、「工房レストランMORI」で

 地元の食材を生かしたランチを味わったのち、安藤忠雄氏設計のシンプルでかつ

 自然の光や風を取り込んだ独特の設計美の建物「森の中の家」では文化功労者で

 画家・絵本作家の安野光雄氏の繊細で柔らかなヨーロッパの風景の水彩画の数々を

 鑑賞し、工房では和久傳銘菓「西湖」の製造過程と試食を楽しんだ。その後、天橋立

 傘松公園に寄りロープウェイとリフトで展望台に昇り、松並木を股覗きで展望し 

 た。 

     帰路の車内ではテレビでラグビーワールドカップ準々決勝のフランスとウエールズ

 戦を山岳走行で電波事情が悪く難視であるも、接戦に応援を送っているうちに京都

 に到着し、この後の南アフリカ戦の日本に期待し帰路についた。 

 

 

親睦委員会委員長   上原 従正 

     

 



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 

11/1 京都東 「歯科口腔外科って？」 京都大学大学院 
医学研究科 歯科口腔外科 教授 別所  和久様 

（金） 京都伏見 「神社で歌を奉納するということ」 
日本歌曲歌手  大西 貴浩様 

 京都洛西 「日本の文化力と海外のパトロン」 
会員 小菅 八郎様 

 京都紫竹 「新入会員スピーチ」  
原 昌弘会員、小橋 泰倫会員 

11/4 京都西 「未定」 

（月） 京都紫野 「振替休日休会」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都中 「振替休日休会」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都平安 18：30 次回の例会は、１１月１１日（月）の 
開催予定になります。 

11/5 

京都東山 

クラブ・デー クラブ・フォーラム 
担当 ロータリー財団委員長  村田 好謙様 
グローバル補助金説明  

担当 国際奉仕委員長 本田 修造様 

（火） 京都西南 「グループラインの運用について」 
久保耕太広報委員長  

 京都洛中 「防衛省・自衛隊の女性活躍推進について」
自衛隊京都地方協力本部長  亀井   律子様  

 京都洛南 「休会」＊ビジター受付はありません。 

11/6 京都  -新会員スピーチ-「Away・ゲームの 
 四半世紀」     内田 俊一様 

（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 「和蝋燭・伝統文化を繋ぐ」 ㈲中村 
ローソク 代表取締役 田川 広一様 

 京都朱雀  「未定」       中村 和夫会員 

11/7 

 
京都南 「現在寺事情」宗教法人岡林院 住職 

 高台寺 執事 寺前 浄因様 

（木） 京都北 ｢福田美術館のコレクションについて｣ 
 福田美術館 学芸課長 岡田 秀之様 

 京都洛北 「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 

 
京都洛東 

「ロータリー財団について」 
特別委員会 委員長 中西 義美様 

Ｒ財団委員会 委員長 北舎 宏文君 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「舌癌とその仲間たち」大阪医科大学 
口腔外科学教室 専門教授 寺井 陽彦様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「亀岡中央RC合同例会」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都さくら 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 
京都乙訓 

「日本最先端の福祉エリア構想」 
～向日ヶ丘支援学校周辺開発～ 

京都府議会議員 堤  淳太様 

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/ 


