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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

1２-1月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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  ｷﾞｬﾘｴ ﾔﾏｼﾀ 
  11：00～14：30、14：30～18：00 
 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 

 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 

 （ロイ君、井上幹事） 

 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 

  １月１９日（日） 第２回青少年奉仕担当者会議 

 京都経済ｾﾝﾀｰ7F会議室 13：00～15：45 

  １月２５日（土） 地区ロータリー財団補助金セミナー 

 立命館大学 朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：30～16：00 

  

 

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 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

今日の歌 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

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 

クラブ・デー 

 「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 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年１１月２８日（木）  第１４２１回例会  Vol.３０－１９ 

 

第27回京都桂川RC会長杯争奪野球大会 

決勝戦ならびに表彰式 
 

日時 １１月１７日（日）  

   決勝戦12：00、表彰式13：30 

場所  吉祥院グランド 
 

 開会式（11/4）と同様に晴れた空の 

もとで京都桂川RC会長杯の決勝戦が

吉祥院グランドで行われました。 

昨年度優勝チームの「桂友クラブ」と「桂東体振ライオンズ」の

対戦は４対１で桂東体振ライオンズの勝利となりました。決勝戦

らしく５回までは１対１でどちらが勝つかわからないぐらい良い試合

となっていましたが、終盤で３点を加えて白熱した試合も終了し

ました。試合中の選手は礼儀正しく野球をしてまた、保護者の

方々や役員も全員

で試合を楽しみ盛

り上げていました。 

 今年は雨で試合

が延期になることも

なく順調に終了す

ることができました。 
  

 報告：髙橋会長 

例会プログラム 

１．１１月２４日（日）京都文教学園において、第2650  
 地区RLIパートⅢ研修会が開催され、万殿会長エレクト
 が出席されました。 
２．次週の例会は年次総会です。例会終了後、理事役員
 会が開催されます。 
３．１２月１９日（木）の例会を日時変更して２１日
 （土）１８時から「クリスマス家族例会」を 開催し
 ます。多数のご参加お願いいたします。 

１２/１９（木）の例会は「クリスマス家族例会」 

開催のため、２１日（土）に例会日時変更になり 

ます。１２/２６、１/２の例会は「休会」です。 

プロフィール 

澤田
さ わ だ

 ユカ様 

少しハスキーなハイトーンボイス

で人気のヴォーカリスト。 

学生時代に組んだバンドがきっかけ

でヴォーカリストの世界へ。現在

は主に京都、滋賀で活躍中。

Jazz、R&B、歌謡曲など様々なジャ

ンルを歌い、京都・滋賀では引っ張りだこ。 

http://yukabomb.blog101.fc2.com/ 
 

戸田
と だ

 秀行
ひでゆき

様 

ジャズやポップスの曲をレパートリーとして、関西のライブ

ハウスや各種イベントで演奏活動をしています。最近では

女性ボーカルとガットギターでのデュオライブがメインに

なっています。 

会員誕生日お祝い 

  １日 髙橋英明会員 １６日  松尾義平会員 

 ２２日 千田 適会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １１日 田中   守会員夫人 喜美子様 

 ２２日 内山正元会員夫人 容子様 

 ２８日 中川俊夫会員夫人 美智子様 

 ２８日 福田義久会員夫人 絵美様 
 

結婚記念日お祝い 

  １日 出射靖生会員  ３日  山本拓生会員 

  ６日 鎌野孝和会員 １６日  森 正廣会員 
 

創業記念日お祝い 

  ５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院 

 ２５日 織田鉄也会員 （株）キョウラク 

１１月おめでとうございます 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
１１月２８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） 
１２月１２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） 
１２月１３日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、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。 
１１月２９日（金）京都東ＲＣ 
１２月１１日（水）京都西北ＲＣ 
１２月１４日（土）京都乙訓ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 



１２月５日（木） 
 

「年次総会」 

１１月２１日（木）例会     
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（６名）  ８６．６７％ 
ご来客  ３名 

「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 

【ニコニコ箱】 小計 16,000円 今年度累計 603,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 46％ 

髙橋 英明 ・富田様のスピーチ楽しみにしてます。

吉田  修 ・富田千果子様をお迎えして。 

BOXへ 三田 昌資、田中  守 

 

井上 正佳 

・天才アート富田先生のお話楽しみにして

 います。 

万殿 慎二 ・ようこそ中野さん 

王   杲 ・新入会員予定者中野さんに宜しく。 

稲掛 英男 ・富田様のスピーチ楽しみに。 

【 】 小計 5,000円  今年度累計  35,000円 
目標額 66,000円 達成率 53％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 13,000円    今年度累計 97,000円 
目標額 400,000円 達成率 24％ 

BOXへ 吉田  修、井上 正佳、三田 昌資 

鎌野 孝和、田中  守、千田  適 

瀬田 保二 ・中野様を歓迎して。 

 

山本 拓生 

・京都成章 花園決めました。 

 ありがとうございます。 

 

出射 靖生 

・上原先生、児嶋さん、土曜日はありが

 とうございました。 

 

森  正廣 

・京響コンサート、ストラヴィスキー 

 「春の祭典」激しかったです。 

 

太田 勝彦 

・森さん、谷口さん、德田さん 

 旅行楽しんで来て下さい。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 377,000円 
目標額 792,000円 達成率 48％ 1人当たり24,000円以上 

 

 

 

 

出射 靖生 

・１９６３年のあす１１月２２日はアメリカ

 合衆国第３５代大統領ジョン フィッ

 ツジェラルド ケネディーが亡くなっ

 た日です。高校生の私のみならず世界の

 人々にとって大きなショックでした。 

BOXへ 吉田  修、太田 勝彦、織田 鉄也 

千田  適 ・今年もあとわずかとなりました。 

菱田 匡樹 ・富田千果子様のスピーチ楽しみに。 
王   杲 ・富田先生のスピーチお楽しみ。 

 

髙橋 英明 

・インターアクト例会に出席して頂いた

 森会員、菱田会員ありがとうございました。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、井上 正佳 

 

日本・中国「書画合同展」および 

「学生書法合同展」の報告 
 

 我クラブが協賛する第３６回日本 

京都・中国陝西「書画合同展」、第５回

日本・中国「学生書法合同展」が１１月

８日から京都文化博物館で開催され

開幕式、祝賀会に招待を受け、会長

代理として参加いたしました。 

 開幕式には京都府知事をはじめ

として、中国大阪総領事、府市教

育委員会、中国陝西省の書画家 

２０名と国際色豊かな式典と成り、国際芸術交流の歴史

の深さを強く感じました。 

 また、１１月１０日に日中

双方での若手育成活動で 

ある学生展の表彰式が開催

され、中国の学生、日本の

学生の出品作より優秀作品

の入賞者が参加し、我が 

クラブの会長賞を表彰させ

て頂き、国際奉仕に貢献でき 

た喜びを味わうことが出来

ました。 

    報告： 末永   寛 

 

上原 従正 ・富田千果子様をお迎えして。 

【 】小計 16,000円 今年度累計 313,000円 

目標額 726,000,円 達成率 43％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

髙橋 英明 ・野球大会決勝戦に行ってきました。 

末永  寛 ・富田さんのお話しを楽しみに。 

万殿 慎二 ・富田様のスピーチ楽しみです。 
 

森  正廣 

・インターアクトクラブ地区大会が妙心

 寺でおごそかに行われました。 

 

稲掛 英男 

・鎌野先生、先日の炉辺ではお世話に

 なりありがとうございました。 

 

吉田  修 

・鎌野先生！！炉辺会合では大変お世話

 になり、ありがとうございました。 

安田  勝 ・財団月間によせて。 

万殿 慎二 ・ロイ君ようこそ。 
 

内山 正元 

・御池通りのけやきも見事に色ずいて

 います。 

稲掛 英男 ・朝夕は寒くなってきましたネ。 

 

谷口 泰義 

・炉辺４班の報告を読み、うらやましく

 思いました。 

BOXへ 末永  寛 



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 

11/29 京都東 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

（金） 京都伏見 ～情報集会まとめ報告～ 

 京都洛西 「ラジオの現場から～聴くということ」 
合同会社ルナワード代表 遠藤のぶこ様 

 京都紫竹 「歴史探訪シリーズ① 意外と知らない御所 
御苑」                 田村 光弘様 

12/2 京都西 「甘納豆の未来」京都甘納豆専門店 斗六屋 
 ４代目 甘納豆研究家 近藤 健史様 

（月） 京都紫野 第５回クラブフォーラム 職業奉仕部門 

 京都中 「オランダ紹介」青少年交換学生  
Brendan Kenneth Wiepking君 

 京都平安 18：30 次回の例会は、１２月９日（月）の開催 
予定になります。 

12/3 京都東山 クラブ・デー・年次総会 
「市政報告」  京都市長 門川 大作様 

（火） 

京都西南 

「祇園祭『鷹山』復興について」～祇園祭
最後の曳山「鷹山」復興事業の現状～ 
(公財)鷹山保存会 理事・囃子方副代表 

弁護士 小町 崇幸様 

 
京都洛中 

「先端産業都市平安京を支えた資源―資源
人類学から考える」 比較文明学会会長 

元大学教授 原田 憲一様 

 

京都洛南 

「『だれもが安心してくらせるまち』の実
現を目指して～地域における犯罪及び事故
の未然防止～」 京都市文化市民局くらし
安全推進部 くらし安全推進防犯対策担当 
         課長  井上 彦二郎様 

12/4 京都 ⁻新会員スピーチ-「西本願寺の紹介」 
武田 昭英様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 「年次総会」 

 

京都北東 

「ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌにおける医療保険の180日ﾙｰﾙ
と落とし穴」ﾒｯﾄﾗｲﾌ生命保険㈱ 京都烏丸
エージェンシーオフィス シニアチーフ 
コンサルタント        笠井 将宏様 

 京都嵯峨野 「年次総会」 

 京都朱雀 「働き方改革について」会員 藤井 康弘様 

12/5 

 
京都南 「ニューヨークジャズ界の大海原で」 

ジャズシンガー 深尾多恵子様 

（木） 京都北 ｢禅の修業～雲水の生活から日常生活を 
見つめ直す｣ 妙喜庵 住職 武田 士功様 

 京都洛北 「京都市動物園の魅力」～愉快な動物たち～ 
京都市動物園園長 片山 博昭様 

 京都洛東 「人生面白おかしく」 
  カルシウムハウス  梶原 梶子様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「年次総会及び会員スピーチ」 
京都モーニングRC 中坊四郎会員 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢人生を幸せにするものは何？｣ 
プログラム委員長 梶野 興三様 

 京都さくら ～会員スピーチ～「改正された相続法と 
 生前贈与」       川波  彰様 

 京都乙訓 「年次総会」 

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/ 


