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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日－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） 現次年度理事役員会 
  １月１６日（木） 創立３０周年実行委員会 

  

   

 

 

◆地区行事 

 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 ８日（日） 米山学友「年末交流会」 受付17：30 

 18：00～21：00 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都 

 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                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌「里の秋」 

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 

 「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 
 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年１１月２１日（木）  第１４２０回例会  Vol.３０－１８ 

例会プログラム 

１．１１月１５日（金）洛西高等学校において、インター
 アクト例会が行われました。 
２．１１月１６-１７日 インターアクトクラブ地区大会が
 開催されました。森会員、ｲﾝﾀー ｱｸﾀー 10名、山口先生が
 出席されました。 
３．１１月１７日（日）神戸ポートピアHにおいて、
 メジャードナー顕彰午餐会が開催され、德田会員が
 出席されました。 
４．１１月１７日（日）吉祥院グランドにおいて、第２７
 回京都桂川RC会長杯争奪野球大会決勝戦並びに表彰
 式が行われ、髙橋会長が参加されました。 
５．本日、創立３０周年実行委員会が開催されます。 
６．１１月２４日（日）京都文教学園において、第2650

 地区RLIパートⅢ研修会が開催れ、万殿会長エレクト
 が出席されます。 

日 時 2019 年１１月１４日(木) 例会終了後 
出席者 髙橋、山本、万殿、井上、上原、中川、
 末永、森、王、千田の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．インターアクト例会について 11/15（金） 
４．「秋の家族会」の報告  10/20（日） 
５．「クリスマス家族例会」について 12/21（土） 

６．年次総会について   12/  5（木） 
７．第２回クラブ協議会について  12/12（木） 
８．創立３０周年について  12/17-12/22  
９．京都西南ＲＣとの合同例会について1/21（火） 
10．障がいのある人と家族のためのﾚｸﾚｰｼｮﾝについて 
11．会員増強について 
12．その他 

2019-20年度 第１回炉辺会合（４班）の報告 
 

開催日： 11月17日（日）18:00～21:20 

場 所： 鎌野先生宅 

参加者： 稲掛、鎌野、近藤、松尾、上山、吉田の各会員 
 

 定刻に始まった会合は、目の前にヤマと盛られたお料理の 
誘惑に耐えかねて、まずは乾杯から始まりました。“会合テー
マ”は横において、お箸をすすめつつ、話題はやはり健康に
ついて。専門家二人が在席ですので、答えは明快。 
かかりつけのDrから「まずは体重を落とすことですね」と忠告 
された近藤会員は、二人の助言を聞いて大いに納得の様子。 
ほどなくして「どうしても宇治田原までお通夜に、、」とのことで
退席。「今から?、議員さんは大変やなー」とはみんなの思い。 
６人となったところで、ここで仕切り直し。次々と出されるお料理
を遠慮なくいただきながら、クラブのこと（あんまり話題になら
なかったなー）それぞれの会員の家庭のこと（かなり突っ込ん
で「４月に二人目の孫が生まれる、ことまで」）などを語り合いま
した。この会話で、各会員の「人となり」を再認識しました。 

興が盛り上がったところで、メインディッシュ・鎌野先生お手製

のビーフシチューが出されました。「男の料理」とは、これを言

うのか！と言いたいほどによく味のしみた美味なお料理でし

た。続いて出されたものも、先生お手製の“讃岐うどん”。冷の

麺つゆが、なんとも絶妙。美味しさに吊られて、３杯目をいた

だく者あり、、、、。このあと、お茶請けまでいただいて、延々 

３時間超。  

 

 

 

 

 

 

 富田
と み た

 千果子
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 様 
 

ご略歴 

平成19年 京都市立西総合支援学校 ＰＴＡ会長 

  20年～現在 同校 学校運営協議会 副会長 

  20年～現在 京都市立西大路小学校 総合育成支援員 

  22年～現在 ＮＰＯ法人 

 障碍者芸術推進研究機構 理事 

  22年～現在 京都はぐくみネットワーク 実行委員会 

 西京区世話役 

  22年～現在 京都市教育委員会  

 京都市就学支援委員会 委員 

  29年～現在 法務省 人権擁護委員 

今日の歌  「里の秋」    斎藤信夫作詞・海沼実作曲 
 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人 

栗の実 煮てます いろりばた 

近藤さんごめんなさい。お帰りになってから撮りました。  

鎌野ご夫妻のおもてな
しと、アットホームな雰
囲気に包まれて長居を
いたしました。ありがとう
ございました。 

 

報告者  吉田   修 



１１月２８日（木） 
 

「澤田ユカ•戸田秀行duo」 
 ヴォーカリスト  澤田 ユカ様 
 ギタリスト  戸田 秀行様 

１１月１４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 
１０/３１ＭＵ後の出席率  ８２．１４％ 

「第５回クラブ討論会

（Ｒ財団・米山） 

地区財団資金推進委員 

万殿 慎二会員 
 

創立３０周年にむけて 

過去の写真について 

【ニコニコ箱】 小計 40,000円 今年度累計 587,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 45％ 

 

髙橋 英明 

・台湾にご参加頂いた会員の皆様ありが

 とうございました。  

 

井上 正佳 

・台湾三重中央ＲＣ行って来ました 

 お疲れ様でした。 

BOXへ 藤井文治郎、鎌野 孝和、稲掛 英男 

万殿 慎二 ・訪台の皆様、たいへんお世話になりました。 

王   杲 ・昨日のゴルフコンペ楽しかった。 

 

出射 靖生 

・医療法人回生会は１１月５日に創立65

 周年をむかえました。 

千田  適 ・久しぶりのロータリーです。 

【 】小計 18,000円 今年度累計 297,000円 

目標額 726,000,円 達成率 41％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・本日スピーチよろしくお願い致します。 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 361,000円 
目標額 792,000円 達成率 46％ 1人当たり24,000円以上 

上原 従正 ・訪台の皆様、ご苦労でした。 

万殿 慎二 ・ほろにが会、楽しみました。 

BOXへ 稲掛 英男、千田  適、王   杲 

鎌野 孝和、末永  寛、井上 正佳 

德田 正彦、藤井文治郎 

【 】 小計 2,000円  今年度累計  30,000円 
目標額 66,000円 達成率 45％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 4,000円    今年度累計 84,000円 
目標額 400,000円 達成率 21％ 

BOXへ 鎌野 孝和、太田 勝彦 

安田  勝 ・秋冷の季節になりました。 

谷口 泰義 ・寒くなりました体調に気をつけましょう。 

末永  寛 ・先日は大変失礼致しました。 

太田 勝彦 ・気が付けは今年もあと少しです。 

 

瀬田 保二 

・無事二つの展覧会が終了致しました。 

 御協力感謝。 

 

 

森  正廣 

・子供３人との退職記念旅行は北海道根室

 に行きました、北方領土について勉強し

 ました。 

 

出射 靖生 

・医師になって丁度５０年 

 私も年を取ったものです。 

菱田 匡樹 ・早退お詫び。 

德田 正彦 ・今年は異常気象ですね。 

 

松尾 義平 

・明後日８９回目の誕生日を迎えます。 

 皆様のお陰と感謝してます。 

 

森  正廣 

・明日、洛西高校インターアクトクラブの 

 例会に地区委員長の訪問があります。 

 

万殿 慎二 

・内田さん、山本さん、先日はありがとう 

 ございました。 

髙橋 英明 ・野球大会の始球式に行って来ました。 

児嶋 雄二 ・久しぶりに中国に行って来ました。 

内山 正元 ・秋が深まってきました。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、山本 拓生 

井上 正佳、髙橋 英明、藤井文治郎 

 

インターアクト例会開催報告 
 

開催日：１１月１５日（金） 
場 所：洛西高等学校 
参加者：桂川ＲＣ 高橋会長、森委員長、菱田 
    地区   才門委員長、田村副委員長 
 

 15時頃より上記参加者で洛西高等学校川口校長と
インターアクトの方向性について面談。 
15時半より例会開始。インターアクトの歌、校長
挨拶、地区委員長挨拶が行われ、続いてインター
アクト夏季研修参加者の一島君と伊藤さんより参加
報告があり、以前の桂川ロータリー例会の際より完
成度の高いものとなっていました。 
 その後インターアクトの学生と桂川ロータリー
と地区参加者、山口先生含めクイズゲームがあり
大いに盛り上がりました。 
 最後に懇談会で学生の思いや地区の意見を話し
合い17時頃終了しました。学生にとって数多くの
インターアクトを管轄する方との意見交換により
価値のある時間になったと思います。 
 PS.洛西高校で紛失されている鐘の買い替えを 
今年度中に桂川ロータリーで予算として計上できるか
検討する必要がある旨、地区より意見がありました。
以上、報告まで。 

 
 

 

 
 
 
報告：菱田ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長 



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 

11/22 京都東 「次年度国際奉仕事業に向けた現地調査の 
報告」             会員 鶴田 哲司様 

（金） 
京都伏見 

～ロータリー財団月間スピーチ～「未定」 
京都府立医科大学大学院医学研究科 

小児科学 助教 柳生 茂希様 

 京都洛西 「休会」      ＊ビジター受付はありません。 

 京都紫竹 「休会」      ＊ビジター受付はありません。 

11/25 
京都西 

「会員増強について」 
RI第2650地区会員増強・拡大委員長 

長浜ＲＣ会員 馬場 鋭州様 

（月） 京都紫野 「易学108の質問」高島易断鑑定所  
寿周会 主宰 高島 寿周様 

 

京都中 

 「中小企業の働き方改革と人材確保につ 
いて」石塚 健一様「経済団体等の行政と
の連携による女性活躍支援拠点『京都ウイ
メンズベースの取組』」  西村 美紀様 

 京都平安 18：30 「京都の地価動向」日本不動産研究所 
京都所長 神本 文子様 

11/26 京都東山 夜間例会 例会時間変更  
＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 クラブデー 

 
京都洛中 

「料理とワインのマリアージュ」 
㈱ワイングロッサリー 代表取締役社長 

 吉田まさきこ様 

 

京都洛南 

「インドにおけるエコサントイレを用いた
衛生環境改善事業について」公益社団法人
日本国際民間協力会 事業部長  

岡田 克彦様  

11/27 
京都 

「『チコちゃんに叱られる!』はこうして
生まれた 」日本放送協会 制作局  

専任部長  水高  満様 

（水） 京都西北 「日時・場所臨時変更」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「『懐石』について」 
懐石『辻留』主人 平  晴彦様 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 「甲冑の話」       中嶋 信行会員 

11/28 

 
京都南 

例会場所変更Ｈグランヴィア京都にて開催
「加齢による体型変化の実態」 
前)ワコール人間科学研究所  篠崎 彰大様 

（木） 京都北 ｢強風災害の基礎知識｣  
京都大学防災研究所 教授 丸山  敬様 

 京都洛北 「老舗を継ぐ」㈱いづう代表取締役会長 
 京都東ＲＣ会員   佐々木 邦泰様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

ロータリー財団部門フォーラム 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら 「神護寺の歴史と文化財」高雄山神護寺貫主 
京都西ＲＣ会員 谷内 弘照様 

 京都乙訓 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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/ 


