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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

1１-1月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 
 １２月２６日（木）  「休会」 
  １月 ２日（木） 「休会」 
  １月 ９日（木） 理事役員会 

  

   

 

 

◆地区行事 

 １１月１６-１７日 インターアクトクラブ地区大会      

 花園会館、妙心寺、宇多野ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ 

 （森会員、ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰ10名、山口先生） 

 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） 

 １１月２４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Ⅲ研修会  （万殿会員） 

 １２月１０日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 京都伏見RC 

  

 

会長テーマ 

「 サンマルタン運河 」 

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 

 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 
 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年１１月１４日（木）  第１４１９回例会  Vol.３０－１７ 

例会プログラム 

１．１１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行われました。 
 会長、幹事が出席いたしました。 
２．１１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
 が出席されました。 
３．１１月９日（土）メルパルク京都において、国際奉仕
 セミナーおよび米国ハワイ州ホノルル国際大会説明会が
 行われました。吉田会員が出席されました。 
４．１１月１３日（水）京都市内24ＲＣ連絡協議会第２回
 会長幹事会が開催され、会長、幹事が出席いたしました。 
５．本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 
６．次週例会終了後、３０周年実行委員会を開催いたします。 
７．１１月１６-１７日、インターアクトクラブ地区大会 
 が開催され、森会員が参加されます。 
８．１１月１７日（日）、メジャードナー顕彰午餐会が
 開催され、德田会員が出席されます。 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
１１月２１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） 
 ＊ビジター受付は平常通り行われます。 
１１月１５日（金）京都紫竹ＲＣ 
１１月１８日（月）京都紫野ＲＣ 
１１月２０日（水）京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
１１月２１日（木）京都イブニングＲＣ 
１１月２２日（金）京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 
１１月２６日（火）京都東山ＲＣ 
１１月２７日（水）京都西北ＲＣ 
１１月２９日（金）京都東ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

 

 
 台湾三重中央RC創立31周年記念例会の報告 

 

 11／6、昼過ぎに台北の空港に到着すると、ロー

ソン会長はじめ三重中央ロータリーのメンバーが

迎えに来てくれていました。 

ホテルへ向かう途中に台湾茶の博物館に立ち寄り

その後はウェルカムパーティーの会場へ、ローソ

ン会長と私は7年前にお互いに幹事をして、今年

は同じ会長としてロータリーに関わっています。

ウェルカムパーティーの挨拶でも皆様に再度お知

らせしました。相変わらず大変歓迎していただき

無事ウェルカムパーティーを終了しました。 

 翌日は朝から台湾総督府の見学に行きました。 

建物の中まで入るために、手荷物検査、パスポー

トの提示など、セキュリティチェックも厳しく 

しばらくならんで建物の中に入ると、ガイドに

色々と説明してもらいまいした。戦前に建てられ

この総督府は築100年になります。第二次大戦で

は空襲により一部が破損しましたが、その後復旧

して、現在は台湾総督や政府機関の執務室として

使われています。建物内部に入る事ができる様に

なったもの現在の総督になってからで約3年前か

らです。 

 その後は台湾三重中央ロータリー31周年記念例

会に参加してきました。約300名の参加者と色々

なアトラクションもあり、楽しい記念式典となり

ました。いつもながら、台湾のメンバーに大変お

世話になりました。 

 尚、現在の 三重中央ロータリーの会員数は48名

で平均年齢は57歳 最年長は Aspyrin83歳 最年少

はMarcus 36歳です。次年度はMorisが会長になる

予定です。 

 ご参加頂いた会員の皆様ありがとうございました。 

 

  

  

  

  
     

   報告：髙橋 英明 



１１月２１日（木） 
 

「自閉症の我子と天才アートＫＹＯＴＯ」 
 天才アートＫＹＯＴＯ 
  理事 富田 千果子様 

１０月３１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  ２名 
１０/１７ＭＵ後の出席率  ７３．３３％ 

「笑いも仕事も  

まず健康から」 

 

  落語家  

  桂  三風様 

【ニコニコ箱】 小計 22,000円 今年度累計 547,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 42％ 

 

髙橋 英明 

・ウッドデッキ贈呈式にご参加の皆様 

 ありがとうございました。  

末永  寛 ・上原さん 家族会大変お世話でした。 

BOXへ 三田 昌資 

万殿 慎二 ・桂 三風さんのお話し楽しみです。 

吉田  修 ・きょうは落語を楽しもう！！ 

 

德田 正彦 

・秋の家族会 親睦委員長上原先生大変

 お世話でした。 

谷口 泰義 ・秋の家族会ごくろうさんでした。 

田中  守 ・桂 三風さんの落語楽しみです。 

稲掛 英男 ・落語家 桂 三風様のスピーチ楽しみに 

【 】小計 16,000円 今年度累計 279,000円 

目標額 726,000,円 達成率 38％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

末永  寛 ・桂 三風様のスピーチを楽しみに。 

林  良訓 ・桂 三風師匠のお話楽しみです。 

 

菱田 匡樹 

・桂 三風様のスピーチ楽しみにして

 おります。 

 

吉田  修 

・きょうは、私の友人三風さんのスピー

 チです、よろしくお願いします。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 342,000円 
目標額 792,000円 達成率 43％ 1人当たり24,000円以上 

児嶋 雄二 ・桂 三風さんのスピーチ楽しみに！ 

 

万殿 慎二 

・森さん、林さん 先日はたいへん楽

 しい時間をありがとうございます。 

BOXへ 三田 昌資、井上 正佳、田中  守 

吉田  修、稲掛 英男 

【 】 小計 1,000円  今年度累計  28,000円 
目標額 66,000円 達成率 42％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 髙橋 英明 

【 】 小計 2,000円    今年度累計 80,000円 
目標額 400,000円 達成率 20％ 

BOXへ 三田 昌資、吉田   修 

 

山本 拓生 

・家族例会おつかれ様でした。德田さん

 に飲まされました。 

瀬田 保二 ・笑う時間が欲しかった。 

森  正廣 ・臼杵の国宝５９体の石仏は圧巻でした。 

太田 勝彦 ・首里城が大変です。 

 

井上 正佳 

・イリウス完治しました 

 ご心配をおかけしました。 

 

内山 正元 

・ラグビーワールドカップがあと残り２

 試合、寂しい気持ちになっています。 

BOXへ 児嶋 雄二、井上 正佳、田中  守 

稲掛 英男、髙橋 英明 

德田 正彦 ・桂 三風様をお迎えして。 

 

万殿 慎二 

・上原さん、家族会ではたいへんお世話に 

 なりました。 

林  良訓 ・万殿さんお世話になりました。 

 

 

 

森  正廣 

・別府、大分スリーデーウォーク、お城

 有り、温泉あり、景観の良い海岸ありで、

 ３日間で５０キロの楽しいウォークで

 した。 

 

安田  勝 

・やっと「天髙く馬肥ゆる秋」になりま

 した。 

 

 

 第２７回京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会の報告 
 

昨日の夜から降りだした雨もやみ、快晴の空の
下、８：３０から開会式は始まりました。 
現在の参加チームは１１チーム、１つの小学校
で１チームを作ることができないときは混合
チームとして参加していました。女の子は各
チームに１名～２名はいて、なかには女子が
ピッチャーでキャプテンというチームもあり
ました。また、この大会は６年生は引退をし
て新しく５年生がレギュラーとして参加する
ので子供たちの間では新人戦として位置づけ 
られています。青空の下で元気よく試合が  
始まりました。 
 
 
 
 
 
 
 
             報告：髙橋 英明 



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 

11/15 京都東 「外国人技能実習制度について 」  
パン・エイシア事業協同組合 理事 松井 新様 

（金） 
京都伏見 

～クラブ管理クラブ・フォーラム～ 
「松尾 優様のリサイタル」シンガーソングライター 
ピアニスト               松尾  優様 

 京都洛西 「英語のことわざから学ぶ」    吉田元比古様 

 京都紫竹 「親睦旅行例会」のため、例会日時・場所変更 
 ＊ビジター受付はありません。 

11/18 京都西 「筆跡判断について」 
筆跡判断士 山上りるも様 

（月） 
京都紫野 

姉妹クラブ 逗子RCとの合同旅行例会の
為、例会日時・場所臨時変更 

＊ビジター受付はありません。 

 
京都中 

「にしなり☆こども食堂の取組から～地域みんな
で子育て・子育ち応援～」特定非営利活動法人 
 西成ﾁｬｲﾙﾄ゙ ･ｹｱ・ｾﾝﾀ  ー 代表理事 川辺 康子様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、１１月２５日（月）の開催
予定になります。 

11/19 
京都東山 

「京都マラソンの取組について」京都市 
文化市民局市民スポーツ振興室 スポーツ活動 

京都マラソン担当部長 津嶋 俊郎様 

（火） 京都西南  ロータリー財団フォーラム 

 京都洛中 「着物でピッチに立ってみて」 
元京都ミスきもの 歌手   荻野まどか様 

 京都洛南 「未定」 

11/20 
京都 

⁻新会員スピーチｰ 
「 今日から肉博士 」   西田 一弘様 
「 家業と家族 」     佐々木 晃様 

（水） 京都西北 「時代祭について」 
平安講社副理事長  宇都宮壮一様 

 京都北東 「休会」 ＊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 「休会」 ＊ビジター受付はありません。 

11/21 

 
京都南 「うつ病からの職場復帰」医療法人知音会 

 理事長 京都RC会員 田邉 卓爾様 

（木） 京都北 －新入会員スピーチ－｢自己紹介｣ 
会員 小林  裕様 

 京都洛北 「故三島敏明会員追悼例会」 

 
京都洛東 

「アフリカの紛争と私たち～紛争に巻き込 
まれた子どもたちの今～」 認定NPO法人  
テラルネッサンス啓発事業部 栗田 佳典様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「1000回記念例会」開催の為＜例会時間 
変更＞＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

 ～ボジョレーヌーボー例会～（Ｆ＆Ｆデイ） 
＊ビジター受付はありません。 

 京都さくら 「人生100年時代の住まいの選択」 
グッドタイムリビング㈱ 向井 正樹様 

 京都乙訓 「未定」 

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/ 


