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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１２日（木）  創立３０周年実行委員会 
 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１６日（月）  次年度役員会 ｻﾞ･ｻｳｻﾞﾝﾄﾞｷｮｳﾄ   19：00～ 
 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 

  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管理セミナー 

 立命館大学 朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：30～16：00 

  ２月 ９日（日） 第２回社会奉仕委員長会議 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 13：30～17：00 

（末永会員、万殿会員） 

  

 

会長テーマ 

「 長命寺港 」 

井上 正佳会員 画  

１月２５日（土）１８：００より「新年会および 

新入会員歓迎会」を開催します。於：岡崎「六盛」 



 

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 

  「第２回クラブ協議会」 上半期締め括り 
 会長、幹事、会計、ＳＡＡ、クラブ管理・運営  

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（職業奉仕）、社会奉仕、青少年奉仕

 国際奉仕、公共ｲﾒｰｼﾞ、Ｒ財団・米山の各理事 

閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年１２月１２日（木）  第１４２３回例会  Vol.３０－２１ 

例会プログラム 

１．１２月５日（木）に行いました年次総会において、 
 信任投票により、次の方が次年度役員として満場一致で
 承認されました。 
 会長  万殿慎二 会長ｴﾚｸﾄ 山本拓生 
 副会長  井上正佳 直前会長  髙橋英明 
 幹事  千田 適 会計 田中  守 
 ＳＡＡ  菱田匡樹 
 出席者： 藤井、林、菱田、出射、稲掛、井上、鎌野 
   児嶋、万殿、松尾、森、中川、三田、千田
   瀬田、末永、髙橋、田中、谷口、德田、 
   内田、上原、王、山本、安田 
２．１２月８日（日）キャンパスプラザにおいて米山学友会
 「年末交流会」が開催れ、井上幹事が参加されました。 
３．１２月１６日（月）ザ・サウザンド  キョウトにおいて 
 次年度役員会が開催されます。 
４．本日例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 
５．次週、１２月１９日（木）の例会を変更して２１日
 （土）に「クリスマス家族例会」を開催します。 

日 時 2019 年１２月５日(木) 例会終了後 
出席者 髙橋、山本、万殿、内田、井上、田中、 
 末永、森、王、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．下半期会費について 
４．「クリスマス家族例会」について 12/21（土） 
５．第２回クラブ協議会について  12/12（木） 

６．例会休会および休局について 
７．京都西南ＲＣとの合同例会について1/21（火） 
８．第６回クラブ討論会（職業奉仕）について1/30（木） 
９．インターアクトクラブの備品について 
10．新年会について 
11．創立３０周年について 
12．2019-20年度地区大会について4/5-6（土・日） 
13．2019-20年度RYLAについて 
14．2020-21年度ロータリー財団グローバル補助金 
  奨学金候補者のバックアップについて 

15．会員増強について 
16．その他 

 

創立３０周年記念事業 

障がい者アートの感動と力をみんなへ 

「心の絵」展のご案内 

 

場所  ギャリエ ヤマシタ 

 中京区寺町通り三条上ル天性寺前寺町

537 
 

期間  １２月１７日（火）～２２日（日） 
 

時間割 １１：００～１４：３０ 

    １４：３０～１８：００ 
 

※例会場において、当番表を用意しています。 

 ご協力よろしくお願いします。 

◆例会変更・休会のお知らせ 
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） 
１２月１９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） 
１２月１９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） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
１２月１７日（火）京都東山ＲＣ 
１２月１８日（水）京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

 

 会員誕生日お祝い １２月おめでとうございます 

 １５日 山本拓生会員 １５日 吉田 修会員 

 ２５日 福田義久会員  
 

 夫人誕生日お祝い 

  ４日 出射靖生会員夫人 喜代子様 

 １１日 千田 適会員夫人 満紀子様 

 ２８日 吉田 修会員夫人 末子様 

 ３０日 王  杲会員夫人 程 静様 
 

 結婚記念日お祝い 

  ２日 瀬田保二会員  ６日 林 良訓会員 

  ６日 中川俊夫会員  
 

 創業記念日お祝い 

  １日 山本拓生会員 山本拓生司法書士事務所 

 １２日 鎌野孝和会員 かまの外科医院 

 ２０日 井上正佳会員 ㈱イマジン 



2019-20年度 第２回炉辺会合（２班）の報告 
 

日 時： 11月２８日（木） １８：３０～ 

場 所： 桃園亭 

参加者： 出射、德田、山本、髙橋、王、末永 

 瀬田の各会員 

 中華の香り、紹興酒の甕詰めの特級品らしいこの香

りが中華料理の基本かと感じながら美味しい料理を楽

しみました。 

 会員増強も若手会員の活動で牛歩ではあるが増員

されており頼もしい限りだ。３０周年記念事業も順調に

推移しており、クラブの

力強さを感じます。 

令和元年を無事越年

出来る喜びを参加者

全員で杯を重ね祝

い、楽しい一夜が更け

てゆきました。 

（報告：瀬田 保二） 

「年次報告」 

【ニコニコ箱】 小計 34,000円 今年度累計 655,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 50％ 

髙橋 英明 ・年次総会 よろしくお願いします。

万殿 慎二 ・最後のRLIにて６時間勉強してきました。 

BOXへ 稲掛 英男、井上 正佳、三田 昌資 

田中  守、鎌野 孝和、末永  寛 

林  良訓 ・万殿君いつもお世話になります。 

瀬田 保二 ・中野君を歓迎して。 

 

森  正廣 

・週１回のテニスもだんだん慣れてきま

 した。 

德田 正彦 ・先週の炉辺、瀬田様お世話でした。 

【 】 小計 2,000円  今年度累計  41,000円 
目標額 66,000円 達成率 62％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 2,000円   今年度累計 102,000円 
目標額 400,000円 達成率 26％ 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、井上 正佳 

德田 正彦、末永  寛、千田  適 

万殿 慎二、三田 昌資 

松尾 義平 ・師走に入りました。 

 

谷口 泰義 

・週報の井上会員の作品すばらしい、 

 感心します。 

出射 靖生 ・家内誕生日 自祝。 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 413,000円 
目標額 792,000円 達成率 52％ 1人当たり24,000円以上 

森  正廣 ・天ケ瀬ダム、宇治川ラインハイキング。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

出射 靖生 

・瀬田会員、王会員、先日は御世話に 

 なりました。 

髙橋 英明 ・寒くなってきました。 

【 】小計 17,000円 今年度累計 342,000円 

目標額 726,000,円 達成率 47％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

 

万殿 慎二 

・ロータリー財団委員会に出席してきま

 した。次年度も地区委員をさせていただ

 きます。 

千田  適 ・寒いですね！お体大切に。 

 

王   杲 

・瀬田先生、昨日はお世話になりました。 

 有難う御座いました。 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を祈念して。 

１１月２８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  １名 
１１/２１ＭＵ後の出席率  ９０．００％ 

 

クリスマス家族例会のご案内 
 

日時： ２０１９年１２月２１日（土）  

     １７：３０受付、１８：００より 

場所： ザ・サウザンド キョウト 

会費： 会員 １０，０００円 

  ご家族 ８，０００円 

菱田 匡樹 ・本日炉辺会合宜しくお願いします。 

安田  勝 ・中村哲先生のご冥福をお祈りして。 

 

児嶋 雄二 

・元会員の貝谷さんが先日亡くなられ

 ました。 

BOXへ 井上 正佳、三田 昌資、出射 靖生 

髙橋 英明、田中  守、鎌野 孝和 

稲掛 英男 

 

鎌野 孝和 

・中村哲医師の死を決して無駄にしては

 いけない。 

１２月は疫病予防と治療月間 

「クリスマス家族例会」 
ザ・サウザンド キョウト 

１７：３０受付 １８：００～ 

会長エレクト 

万殿 慎二会員 

王   杲 ・中野さんのご入会決定を歓迎して。 



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 

12/13 京都東 「世界の石油事情」     会員 別所 敬之様 

（金） 京都伏見 「年末家族会」→15日（日） 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 
京都洛西 

「日本の仏の制作から、修復・復元について」
松久佛像彫刻会館館長/松久宗林佛所所長/
宗教芸術院院長 代表取締役  松久 佳遊様 

 京都紫竹 「古典音楽 アイリッシュハープ」 
㈱シーズンリトルヒーリング みつゆき様 

12/16 京都西 新入会員スピーチ「私の生業」 
会員 古川  拓也様 

（月） 京都紫野 「上半期グループ懇談会報告」安達 晴彦会員 
福田 幸治会員、浮田  徹会員 

 京都中 「ホタルの一生と雑学」 全国ホタル研究会 
京都大会 会長 西野  伸様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、１２月２３日（月）の開催予定に
なります。 

12/17 京都東山 「年忘れ家族例会」例会時間臨時変更  
＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 第２回クラブアッセンブリー 
(上半期締め括り・下半期計画) 

 京都洛中 「みんな知らないファッションモデルの話」 
ウォーキング講師 寺山 純香様 

 

京都洛南 

「『Do You KYOTO?』はじめよう！環境にやさ
しいライフスタイル」 京都市環境政策局地球温
暖化対策室Do You KYOTO？プロジェクト 

推進課長  赤塚 太朗様     

12/18 
京都 

「PD-1、がん免疫療法、そして2018年ノーベ
ル賞」 奈良先端科学技術大学院大学  

准教授 石田 靖雅様 

（水） 京都西北 「京都市政の現状と課題 」 
京都市会議員 田中 明秀様 

 京都北東 「第３回クラブ協議会」 

 京都嵯峨野 「年末家族例会の為、例会変更」→14日（土） 
＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 例会日変更→12／21（土） 
＊ビジター受付はありません。 

12/19 

 
京都南 「年末会員家族懇親会のため例会変更」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（木） 京都北 ～年忘れ家族会の為、例会時間変更～ 
＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 例会時間変更  
＊ビジター受付はございません。 

 

京都洛東 

「青少年交換プログラムとその後について」 
独協中学高等学校英語科教諭 
2007年～2008年国際青少年交換派遣学生 

森分 章太様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「年末家族例会」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  

「青少年奉仕フォーラム」 
青少年奉仕委員長 北岡 治子様 

 京都さくら 「年末家族例会」 
＊ビジター受付はございません。 

 京都乙訓 「クラブ協議会」 ～上半期活動報告・下半期 
 活動計画～        各委員会 委員長 

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/ 


