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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

1-３月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  １月２５日（土） 「新年会および新入会員歓迎会」 
  六盛  18：00～  
  ２月 ６日（木） 現次年度理事役員会 
  ２月１３日（木） 創立３０周年実行委員会 
  ３月 ５日（木） 現次年度理事役員会 
  ３月１２日（木） 創立３０周年実行委員会 
  ３月１４日（土） ウェルカムパーティー 
  祇園 天壇 18：00～ 
  ３月１５日（日） 創立３０周年記念式典例会・祝宴 
  ザ・サウザンド キョウト 17：00～  

 

   

 

 

◆地区行事 

 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 

（万殿会員、千田会員、林会員） 

 １月２８日（火） ロータリーほろにが会幹事会 18：00～ 

 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都店         （万殿会員） 

 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） 

 ２月２４日（祝） 地区職業奉仕「講演会」 

 京都ﾃﾙｻﾎｰﾙ 13：00～16：45 

 ２月２９日（土） 会員増強アクション会議 13：00～16：00 

 

  

  

会長テーマ 

「 仲良し 」 

井上 正佳会員 画  



 ２０２０年１月２１日（火）  第１４２７回例会  Vol.３０－２５ 

例会プログラム 

１．１月１９日（日）京都経済センターにおいて、第２回
 青少年奉仕担当者会議が開催されました。森会員が
 出席されました。 
２．１月２５日（土）立命館大学朱雀キャンパスにおいて   

   地区ロータリー財団補助金管理セミナーが開催されます。 
 万殿、千田、林の各会員が出席されます。 
３．１月２８日（火） スーパードライ京都店において
 ロータリーほろにが会幹事会がされ、万殿会員が出席
 されます。 

2019-2020年度 第１３回 理事役員会 
日 時 2020 年１月９日(木) 例会終了後 
出席者 髙橋、山本、万殿、内田、井上、田中、吉田 
 上原、中川、末永、森、菱田、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．下半期会費納入状況について 
４．「クリスマス家族例会」の報告  12/21（土） 
５．京都西南ＲＣとの合同例会について 1/21（火） 

６．新年会および新入会員歓迎会について1/25（土） 
７．第６回クラブ討論会（職業奉仕）について1/30（木） 
８．第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕）について 
 2/20（木） 
９．第３回炉辺会合について 
10．京都市西京ジュニア消防団に対する支援について 
11．創立３０周年について 
12．2019-20年度地区大会について4/4-5（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 
  奨学金候補者について 
15．会員退会について 
16．新入会員中野孝治会員の委員会配属について 
17．万殿会員地区委員派遣について 
18．会員増強について 
19．その他 
 
2020-2021年度 第１回 理事役員会 
日 時 2020年１月９日（木）現年度理事役員会終了後 
出席者 万殿、井上、山本、髙橋、千田、田中、菱田、 
 森、稲掛、内田の各会員 
議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）について 
２．年間行事予定について 
３．会費について 
４．広報について 
５．2020-21年度ロータリー財団グローバル補助金 
  奨学金候補者について 
６．ほろにが会のホストについて 
７．その他 
 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
１月２３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） 
１月２４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） 
１月２８日（火）京都東山ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都にて） 
１月３０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） 
２月１８日（火）京都東山ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都にて） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
１月２２日（水）京都朱雀ＲＣ 
１月２９日（水）京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
 ＊以上、ビジター受付はありません。 
 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

京都西南ロータリークラブ 

   「あゝ京都西南ロータリー」 

京都桂川ロータリークラブ 

   「京都桂川ロータリークラブ・クラブソング」 

会長挨拶  

ご来客のご紹介  

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 
「青少年奉仕事業 第３回現代アートにふれる 
    未来を夢見るイス『ミライスを作ろう！』」報告 
 京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ      木村吉男会長 
  

「クラブ創立３０周年記念事業『心の絵』展の報告」 
 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ      井上正佳幹事 
            

  謝辞講評 

閉会点鐘    13：30   

京都西南ロータリークラブとの合同例会 

2019-20年度 炉辺会合 

 第３回炉辺会合を３月中に開催していただき。会合 

終了後には事務局まで報告をお願いします。 

テーマ 「会員増強、３０周年記念行事」 

     

 炉辺・川クラブ委員長 内山 正元 

 リーダー  

1 
森、児嶋、福田、田中、織田 

稲掛、吉田 
上原 

2 
王、德田、瀬田、井上、鎌野 

出射、太田 
三田 

3 
松尾、上山、安田、中川、藤井 

林、髙橋、近藤 
菱田 

4 
末永、内田、谷口、内山、千田 

中野、万殿 
山本 



会員名 職業分類 勤務先    役職  

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 F 

福田 義久 屋根工事業 ㈱ アールプランニング 代表取締役  

H 林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役 

菱田 匡樹 不動産仲介業 丸菱建設㈱ 取締役  

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 Ⅰ 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長  

井上 正佳 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・装飾業 ㈱イマジン 代表取締役社長  

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 K 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長  

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長  

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 M 

松尾 義平 生花市場 京都生花㈱ 相談役  

森    正廣     

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 N 

中野 孝治 呉服小売 なかの孝 ㈱ 代表取締役  

織田 鉄也 土木工事 ㈱ キョウラク 代表取締役 O 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役  

三田 昌資 通信業 ＮＩＣ ㈱ 代表取締役 S 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長  

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役  

末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役  

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 T 

田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長  

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問  

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役  

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 U 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長  

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長  

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長  

王    杲 中国料理 ㈱桃園亭、㈱長城 代表取締役 W 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 Y 

安田  勝 内科医 安田医院 院長  

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長  

 

京都桂川ロータリークラブ 会員名簿 

（敬称略） 

会員３３名 



【 】 小計 4,000円   今年度累計 129,000円 
目標額 400,000円 達成率 32％ 

山本 拓生 ・ロイ君のみやげ話楽しみに。 

BOXへ 万殿 慎二、吉田  修 

１月１６日（木）例会   
会員数 ３３名（内出席免除８名）  
出席者 ２９名（６名）  ９３．５５％ 
ご来客  ４名 
 

１月は職業奉仕月間 

１月３０日（木）  
クラブ・デー 
「第６回クラブ討論会」（職業奉仕） 
     中川 俊夫会員、内山 正元会員 

    
「新年会」および福田会員、中野会員 

「新入会員歓迎会」のご案内 
 

日時： １月２５日（土） １８：００～ 
 

場所： 六盛 左京区岡崎西天王町71  

    ℡７５１‐６１７１ 
 

会費： １３，０００円 
 
参加予定者： 福田、林、稲掛、井上、児嶋 
 万殿、中野、太田、三田、千田、瀬田 
 髙橋、田中、谷口、徳田、内田、上原 
 王、ロイ君、松本先生、事務局 ２１名 

【 】 小計 1,000円  今年度累計  46,000円 
目標額 66,000円 達成率 70％ 1人当たり2,000円以上   

【ニコニコ箱】 小計 33,000円 今年度累計 810,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 62％ 

RI第2650地区 
ガバナー補佐 
馬場 益弘様 

・京都桂川ＲＣ会員の皆様 

 本年も宜しくお願い致します。 

   

 

髙橋 英明 

・馬場ガバナー補佐、ようこそお越し下さい

 ました。今年もよろしくお願いします。 

亀岡ＲＣ 
平野 仁智様 

・本日、宜しくお願い致します。 

 

稲掛 英男 

・カストロ アラヤ，ロイネル フラン

 シスコ君のスピーチ楽しみに。 

井上 正佳 ・ロイ君のスピーチ楽しみです！！ 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

【 】小計 21,000円 今年度累計 425,800円 

目標額 726,000円 達成率 59％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

吉田  修 ・馬場Ｇ補佐をお迎えして。 

菱田 匤樹 ・ロイ君ようこそ。 

児嶋 雄二 ・ロイ君のスピーチ楽しみに！ 

安田  勝 ・職業奉仕月間によせて。 

BOXへ 田中   守、井上 正佳、稲掛 英男 

髙橋 英明、千田  適、織田 鉄也 

鎌野 孝和 

BOXへ 三田 昌資、田中  守、井上 正佳 

稲掛 英男 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 513,000円 
目標額 792,000円 達成率 65％ 1人当たり24,000円以上 

 

内山 正元 

・第３回炉辺会議の案内をつくりました。 

 リーダーの方よろしくお願いします。 

万殿 慎二 ・ロイさんのスピーチ楽しみです。 

森  正廣 ・ロイ君のスピーチ楽しみに。 

末永  寛 ・ロイ君のお話しを楽しみに。 

出射 靖生 ・フランシスコ君ようこそ。 

 

王   杲 

・上山先生、いつもお世話になります。 

 有難う御座います。 

 

吉田  修 

・本日、初顔合わせの皆様 

 おめでとうございます。 

 

林  良訓 

・お久しぶりです。 

 本年もよろしくお願いします。 

児嶋 雄二 ・今年もよろしくお願いします。 

 

 

上原 従正 

・今朝、京都迎賓館で１１月１０日の御礼

 の儀のパレードのオープンカーを見て

 きました。さすが立派でした。 

 

森  正廣 

・テニス初打ちは１４日でした。 

 暖かくて汗かきました。 

 

万殿 慎二 

・内田さん、たいへんお世話になりま

 した。 

 

 

 

 

 

－米山奨学生スピーチ－ 

「コスタリカの紹介と 

       自己紹介」 

カストロ アラヤ， 

ロイネル フランシスコ君 

 

髙橋 英明 

・ロイ君のお話し楽しみにしており 

 ます。 

鎌野孝和カウンセラー 

BOXへ 三田 昌資、田中  守、織田 鉄也 

鎌野 孝和 

千田  適 ・フランシスコ君のスピーチ楽しみです。 
 

吉田  修 

・ロイ君、お正月はコスタリカに帰りま

 したか。 

鎌野 孝和 ・ロイ君の研究成果がうまく出ますよう！
王   杲 ・先週の例会欠席お詫び。 
谷口 泰義 ・雪のない年だそうですね。 
出射 靖生 ・早退おわび。 



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 

1/24 京都東 「伊藤若冲の菩提寺・宝蔵寺 」(宗)宝蔵寺住職 
京都北ＲＣ会員 小島 英裕様 

（金） 京都伏見 「新年会の為、例会日変更」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛西 「ロータリーの歴史における職業奉仕の考え方」 
地区職業奉仕副委員長 会員 矢野 雅史様 

 京都紫竹 「第２回クラブ・フォーラム 会員増強委員会」 

1/27 

京都西 

「いつまでも目ん玉の輝く男でありたい‼～前原
弘昌のバイク旅」 一級筆跡心理士 
メンタルトレーナー アドベンチャーコーチ  

バイク冒険旅行家 前原 弘昌様 

（月） 

京都紫野 

「シングル父さん子育て奮闘記」  
ＮＰＯ法人京都いえのこと勉強会理事長 
株式会社Ｔｎ 取締役 上智大学グリーフケア 

研究所非常勤講師 木本   努様 

 京都中  ｢ゑんま堂狂言に感謝して｣ 千本ゑんま堂 
大念佛狂言保存会会長 戸田 義雄様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、２月 ３日（月）の開催予定にな
ります。 

1/28 京都東山 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 京都西南 「職業奉仕フォーラム」 フォーラムリーダー 
 前野峻希職業奉仕委員長 

 京都洛中 「京都と映画」      映画監督 中島 貞夫様 

 
京都洛南 

「市バス・地下鉄事業における経営について」
京都市交通局 企画総務部財務課長 

稲並 良幸様 

1/29 
京都 

-追悼例会- 
「故 園  侯一君を偲んで」   松浦 俊海様 
「故 茂山 千作君を偲んで」  水原   醇様 

（水） 京都西北 「未定」 

 京都北東 「臨時休会」  ＊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 「未定」       京都洛中ＲＣ 武部  宏様 

1/30 

 
京都南 「現代美術の内需を創出する」現代美術作家 

 京都造形芸術大学教授  椿    昇様 

（木） 
京都北 

｢京都の交通まちづくりを考える ～新交通 
システム・MaaSの意義～｣  

関西大学 経済学部教授 宇都宮浄人様 

 
京都洛北 

「心臓外科におけるプロフェッショナリズムと技
術の伝承」 京都府立医科大学付属病院院長  
        心臓血管外科教授 夜久   均様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」 
＊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  

「職業奉仕フォーラム」  
職業奉仕委員長 依田 純三様 

 
京都さくら 

「京都三山の文化的価値を発信する～京都   
 伝統文化の森推進協議会の活動～」 

歴史作家  丘 眞奈美様 

 京都乙訓 「ＲＬＩの役割」～元気な強いクラブを創ろう～ 
 地区RLI委員会 委員 杦村 喜芳様 

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/ 


