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「ロータリーは世界をつなぐ」 

RI会長 マーク・ダニエル・マローニー 
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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

1２-４月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 
  １月２１日（火） 京都西南ＲＣとの合同例会  
   例会日・場所変更 ﾎﾃﾙ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都 
  １月２３日（木） ２１日（火）に変更 
  １月２５日（土） 「新年会および新入会員歓迎会」 六盛  
 
 
 

 

◆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 

（万殿会員、千田会員、林会員） 

  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） 

  ４月 ４日（土） 「地区大会」会長・幹事・地区委員長会議 

  RⅠ会長代 理ご夫妻歓迎晩餐会 

  ４月 ５日（日）  本会議、大懇親会 国立京都国際会館 

  

 

会長テーマ 

「 長命寺港 」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    18：00                               

ロータリーソング 「我等の生業」 吉田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  

今日の歌 「きよしこの夜」 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  髙橋会長 

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

閉会点鐘      

＜クリスマス家族会＞  18：30  

 開会の挨拶 髙橋会長 

 乾杯 内田直前会長 

 食事歓談 

  「Misaho  with  favorite …」 

    奥村 ミサホ様、橋本  隆様、シャク 幸子様 

  「心の絵」展の紹介 井上幹事 

 「Misaho  with  favorite …」 

閉会挨拶 山本副会長 

 「手に手つないで」  

 「お正月」  吉田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  

例会プログラム 

ク リ ス マ ス 家 族 例 会 

 ２０１９年１２月２１日（土）  第１４２４回例会  Vol.３０－２２ 

１．次年度理事メンバーが決定いたしましたので、 

 お知らせいたします。 

 ｸﾗﾌﾞ管理･運営（親睦）  太田 勝彦 

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（職業奉仕） 森  正廣 

 社会奉仕  稲掛 英男 

 青少年奉仕  内田 勝彦 

 国際奉仕  王   杲 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山  林  良訓 
  広 報 出射 靖生 
２．１２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した。 
３．１２月１７日（火）-２２日（日）ギャリエヤマシタ
 において、創立３０周年記念事業「心の絵」展を開催
 しています。 
４．１２月２６日および１月２日の例会は休会です。 
５．１月９日（木）例会終了後、現次年度理事役員会を
 開催します。 

◆例会変更・休会のお知らせ 
１２月２４日（火）京都洛中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
１２月２６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） 
１２月２６日（木）京都洛東ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都Ｈ京都にて） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
１２月２３日（月）京都紫野ＲＣ、京都中ＲＣ 
    京都平安ＲＣ 
１２月２４日（火）京都東山ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
１２月２５日（水）京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
    京都朱雀ＲＣ 
１２月２６日（木）京都北ＲＣ、京都イブニングＲＣ 
    京都さくらＲＣ、京都乙訓ＲＣ 
１２月２７日（金）京都東ＲＣ、京都伏見ＲＣ 
    京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 
１２月３０日（月）京都西ＲＣ、京都紫野ＲＣ 
    京都中ＲＣ、京都平安ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

 
出演者のご紹介 

 
奥村 美佐保 様 ＜ vocal ＞ 

音楽とのかかわりは、学生時代フォークソング

のＰ･Ｐ･Ｍのコピーバンドから始まる。その後

井上陽水・河島英五・やしきたかじん等、多く

のメンバーと京都のフォーク舞台で活躍する。 

近年はジャズの魅力に触れ「北山ＪＡＺＺ」

を主催し、京都を中心にジャズ・コーラス等

幅広くライブ活動を続けている。 

 

橋本  隆 様 ＜ vocal & bass ＞ 

中・高生時代にギターとベースを独学で学び、

卒業後、京都の「ベラミ」系列のクラブ専属 

バンドにベースで加入。演奏・ポップス・ジャズ

等幅広いジャンヌの音楽を演奏。 
現在は京都のビックバンドやラテンコンボバンド
ジャズボーカルユニットやコーラスバンドで
の演奏活動を精力的に行う。 
 

シャク 幸子 様 ＜ piano ＞ 

幼い頃よりクラシックピアニストを目指し勉強

する。 

音大に入る代わりに当時出会ったベーシスト

の橋本隆氏の所属するバンドにハ入り、現在

に至る音楽活動の出発点となる。 
スタンダードジャズからあらゆるジャンルの
音楽に触れて、本当の音楽の楽しさに目覚め
る。「楽しくなければ音楽じゃない♪」を
モットーに、ハモンドオルガン、ピアノの演奏
と共に、作編曲などをしながら現在に至る。 

    
「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 



2019-20年度 第２回炉辺会合（４班）の報告 
 

日 時： １２月７日（土） １８：００～ 

場 所： 季節料理「室町きぬがわ」 

参加者： 上原、森、千田、中川、王、三田、中野、 

 藤井の各会員 

 今年は、夏から一足飛びに冬になったと思えるほど

に、紅葉の時が短くなりました。 

久しぶりのフグのフルコースで、いつもの炉辺会合らし

く世間話から始まり、社会情勢の話題など、例会では

言えない各会員の個人

情報を交換しました。

こじんまりした部屋で

あったことや、新入会員

の中野さんがお見えに

なったこと、また、もう一

名入会予定者があると

いう報告もあり、宴は大

いに盛り上がり楽しい

ひとときを過ごすことができました。（報告：藤井文治郎） クラブ・デー 

 「第２回クラブ協議会」 上半期締め括り 
【ニコニコ箱】 小計 17,000円 今年度累計 672,000円 

目標額 1,300,000円 達成率 52％ 

 

 

千田  適 

・３０周年記念事業の一つ「心の絵」展

 近づいてきました。皆さんよろしく

 お願いいたします。  

BOXへ 山本 拓生、三田 昌資、田中  守 

鎌野 孝和、稲掛 英男 

【 】 小計    0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 3,000円   今年度累計 105,000円 
目標額 400,000円 達成率 26％ 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、田中  守 

井上 正佳、児嶋 雄二、末永  寛 

千田  適、三田 昌資 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 433,000円 
目標額 792,000円 達成率 55％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 織田 鉄也 

【 】小計 19,000円 今年度累計 361,000円 

目標額 726,000,円 達成率 50％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

１２月１２日（木）例会     
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２８名（５名）  ９６．５５％ 
ご来客  ０名 
１１/２８ＭＵ後の出席率  ８６．６７％ 

１２月は疫病予防と治療月間 

１月９日（木） 
 

「年男放談」 德田 正彦会員、森  正廣会員 
  千田  適会員、内田 勝彦会員 

 

 

井上 正佳 

・いよいよ来週から「心の絵」展が始

 まります。皆さん当番よろしくお願い

 いたします。  

 

髙橋 英明 

・本日のクラブ協議会よろしくお願い

 します。  

太田 勝彦 ・ゴルフで足を痛めました、痛いです。

王   杲 ・万殿さん、ほろにが会お疲れ様でした。

出射 靖生 ・１年が早いですね。  

林  良訓 ・早退おわび。  

 

森  正廣 

・久しぶりに御所の一般公開に説明付で

 参加しました。  

 

森  正廣 

・第１回カローリング京田辺市長杯が

 開催されました。参加者１３０名。

 

万殿 慎二 

・内田さん、炉辺会合ありがとうござ

 いました。  

菱田 匡樹 ・クラブデーがんばります。  

出射 靖生 ・早退おわび  

BOXへ 髙橋 英明、稲掛 英男、鎌野 孝和 

千田  適、田中  守、織田 鉄也 

末永  寛、井上 正佳 

 

安田  勝 

・出射先生、先日はありがとうございま

 した。  

谷口 泰義 ・次年度役員の方々、ごくろうさんです。 

上原 従正 ・師走を迎えて米山奨学生お元気ですか？

万殿 慎二 ・ほろにが会お世話になりました。 

内山 正元 ・カニがおいしい季節です。 



 

「我等の生業」我等の生業 

さまざまなれど 

集いて図る 

心は一つ 

求むるところは 

平和親睦 

力むるところは 

向上奉仕 

おゝロータリアン 

我等の集い  

 

「きよしこの夜」 

きよしこの夜 星はひかり 

すくいの御子は まぶねの中に 

ねむりたもう いとやすく 
 

「お正月」 

もういくつ寝ると  お正月 

お正月には  凧あげて 

こまを回して  遊びましょう 

早く来い来い  お正月 

 

 

国際ロータリー第2650地区 2019-20 年度 

インターアクト地区大会報告書 
 

2019年11月16日（土）・11月17日(日) 

花園会館・妙心寺・宇多野ユース 

ホスト：花園高等学校IAC（京都洛西RC提唱） 

テーマ『知らないなんて、もったいない！ 

—グローバル社会で求められる力とは？—』 

地区大会参加者数   合計 271名 

  ロータリアン       94名 

  IAC       17クラブ145名 

  顧問・学校長         20名 

  学友・RAC              12名 

            

           報告：森青少年奉仕委員長 

 

 「少年剣士らの成長生きがい」  
    

 ６０歳以上の部に出場した末永 寛さん（76）は初めての挑戦でした。

初戦突破はなりませんでしたが、高段者を相手に判定に持ち込む善戦

でした。「いい刺激になりました。また来年出ようかな」と話し、 

まんざらでもなさそうでした。 

 同志社高校・大学時代、剣道部に所属していました。３０歳のころ、

桂警察署（現西京署）の指導者に「手伝ってほしい」と声を掛けられて

教える立場に。そして、同署を練習拠点にする桂少年剣道クラブの 

会長になって３０年ほどです。 

 ７、８年前からは「健康のためにも自らも鍛錬しょう」と練習を再開。

家業の家具小売業に励みながら、週２回の稽古を重ねてきました。長らく４段でしたが、２年前に５

段に昇段。「段位に応じた努力をせねば」と語り、受験資格が得られる７９歳での６段合格を目指し

ています。 

 その一方、子供たちの指導も続けてきました。「何にもしてこなかった子が、防具を着けて試合に

出られるようになる。それを見るのが生きがい」と言います。剣道は、礼に始まり、礼に終わりま

す。「勝ち負けだけでなく、健全育成、人間形成に役立てたい」 

        末永 寛会員（12/7（土）京都新聞夕刊に掲載） 

 

【第１日目】11月16日（土） 

■開会式 

■記念講演 「禅の教えとグローバル社会」 

～正解のない現代社会そしてグローバル社会を  

 迎える若い世代に向けて～  

講師 臨済宗妙心寺退蔵院副住職 松山大耕氏 

■夕食  A班 妙心寺（微妙殿）精進料理研修 

     B班 宇多野ユースホステル 

■交流会  アクターの集い 

■宿泊    宇多野ユースホステル 

 

【第２日目】11月17日（日） 

■妙心寺（座禅体験・妙心寺拝観） 

■IAC提唱クラブ委員長・顧問会議 

■昼食  A班 花園会館 教化ホール             

 B班 妙心寺（微妙殿）精進料理研修 

■全体会議 グループワーク発表、夏期研修報告 

 地区委員会例会訪問報告、ローター 

 アクト・学友の紹介 他 

 



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 

12/20 京都東  「 年忘れ家族会 」 例会時間臨時変更  
＊ビジター受付はありません。 

（金） 京都伏見 「聚光と三好長慶」 
聚光院住職 小野沢虎洞様 

 京都洛西 「年忘れ家族例会」の為例会時間 
＊ビジター受付はありません。 

 京都紫竹 「クリスマス家族例会」のため、例会時間変更  
＊ビジター受付はありません。 

12/23 
京都西 

「ロータリーのリーダーシップ育成方法について」 
RI第2650地区RLIディスカッションリーダー  

会員   宮本 研二様 

（月） 京都紫野 「年忘れ家族例会」の為、２１日に変更 
＊ビジター受付はありません。 

 京都中  「冬の家族親睦例会」開催の為、例会時間変更 
＊ビジター受付はありません。 

 京都平安 18：30 「クリスマス例会」 
＊ビジター受付はありません。 

12/24 京都東山 「休会」      ＊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 忘年家族会のため例会時間臨時変更 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都洛南 「年忘れ家族会開催の為、日時臨時変更」 
＊ビジター受付はありません。 

12/25 
京都 

-新会員スピーチ- 「冬の庭」 小川  勝章様
「ボーっと･･･してんじゃねえよ！(海外旅行 
 編)」                下崎  正憲様 

（水） 京都西北 ～新入会員スピーチ～ 
「自己紹介」            大西 美甫様 

 京都北東 「クリスマス例会」開催のため例会日時変更 
＊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。 

12/26 

 
京都南 

「まわり めぐる ハッピー」NPO法人 GLOBE 
 JUNGLE NATURAL VALUE PROJECT 

統括リーダー 加藤 南美様 

（木） 京都北 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「Give」          会員  木下 孝一様 

 京都洛東 「年忘れ家族会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 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  

「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

 京都さくら 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

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/ 


