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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

２-３月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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 １日（日） 第１３回桂川流域クリーン大作戦 
  8：30受付開始、9：00～11：30 
  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 
  天壇 祇園本店 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 

 ２月 ９日（日） 第２回社会奉仕委員長会議 13：30～17：00 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 （末永会員、井上会員） 

 ２月１８日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ ｳｪｽﾃｨﾝ都Ｈ 

 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２３日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会 第2650地区 

 RLI卒後ｺｰｽ 研修会  13：00～16：50 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ           （万殿会員） 

 ２月２９日（土） 会員増強アクション会議 13：00～16：00 

ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都       （井上会員） 

  

  

 

 

会長テーマ 

「 仲良し 」 

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 

  「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 

閉会点鐘    13：30   

 ２０２０年１月３０日（木）  第１４２８回例会  Vol.３０－２６ 

例会プログラム 

１．１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 
 万殿、千田、林の各会員が出席されました。 
２．１月２５日（土）新年会および新入会員歓迎会が行わ
 れました。多数のご参加ありがとうございました。 
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開催され、万殿会員が
 出席されました。 
４．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開催いたします。 

    
「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）１８：００～２０：００ 
 

場所： 六盛 左京区岡崎西天王町71 ℡751-6171 
 

会費： １３，０００円 
 

参加者：福田、中野、林、稲掛、井上、児嶋、 
 万殿、三田、瀬田、髙橋、田中、谷口 
 德田、内田、王、上原の各会員。 
 ロイ君、松本先生、古畑さんの１９名。 
 
内 容：1月最終土曜日で多忙の中、19名の出席を 

 得て開催した。髙橋会長の挨拶の後、
 直前会長の内田会員の乾杯で開宴し、
 美味な京懐石料理に舌鼓を打ちながら
 美酒が進み和やかな宴会の中、新入会の
 福田、中野会員からウイットに富んだ
 挨拶とロータリー活動への抱負が述べられ
 瞬く間に華やいだ時間が経過し万殿会長
 エレクトからの閉会挨拶で閉会した。 

 
 
 
 
 
 
 

 

親睦委員長：上原 従正 

 

◆「新春親睦囲碁対局と懇親会」のご案内 
ロータリアンが囲碁を通じて親睦を深められる恒例の
「新春親睦囲碁対局と懇親会」が、今年度は京都南RC 
のお世話により下記の通り開催されます。 
ご家族・OBもご参加いただけますので、お誘合せの上 
奮ってご参加下さい。 
 日 時 3月7日（土）13:00～18:30頃まで 
（17：00頃より懇親会（会食）と表彰） 
 場 所 京都東急ホテル 1階「祗園の間」 
 会 費 11,000円（対局のみ4,000円） 
 詳細、参加お申込みは2月14日（金）迄に京都桂川RC 
 事務局まで。 
 

◆例会変更・休会のお知らせ 
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） 
２月２７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） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
２月１２日（水）京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
   京都朱雀ＲＣ 
２月１４日（金）京都紫竹ＲＣ 
２月１９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
 ＊以上、ビジター受付はありません。 
 

 会員誕生日お祝い   

 １９日 井上 正佳会員  

 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

 

 結婚記念日お祝い 

 ２６日 安田  勝会員 
 

 創業記念日お祝い 

  １日 德田正彦会員  (有)徳田 

  １日 田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日 稲掛英男会員  稲掛医院 

１月おめでとうございます 

新入会員 福田会員 新入会員 中野会員 

髙橋会長 

上原親睦委員長 



 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月４日（土） 

14：00～16：00  会長・幹事・地区委員長会議 

17：00～20：00  RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

（グランドプリンスホテル京都）  

４月５日（日） 

  7：30～  8：30  RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

（グランドプリンスホテル京都） 

10：00～12：00  新会員セミナー 

10：00～  青少年の集い 

13：00～15：40  大会本会議 

16：10～18：00  大懇親会（国立京都国際会館） 
 

RI会長代理晩餐会参加予定者：井上会員、山本会員 
 

新会員セミナー参加予定者：中野会員、織田会員 
 

本大会参加予定者：藤井、稲掛、井上、鎌野、万殿 

 森、織田、中野、三田、末永、髙橋、谷口 

 德田、内山、上原、上山、王、吉田の各会員 

１月２１日（火）例会 「京都西南ＲＣとの合同例会」 
会員数 ３３名（内出席免除８名）  
出席者 ２１名（４名）  ７２．４１％ 
ご来客０名 
１/９ＭＵ後の出席率  ８１．２５％ 

【ニコニコ箱】 小計 23,000円 今年度累計 833,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 64％ 

京都西南ＲＣ 
 

懸野 直樹様 ・出射先生母がいつも回生クリニック

 でお世話になっており、ありがとう

 ございます。 

松井  始様 ・回生病院にお世話に成りました。 

髙橋 英明 ・本日の合同例会よろしくお願いします。 

 

内田 勝彦 

・西南ＲＣの皆様、本日はお世話になり

 ます。 

 

瀬田 保二 

・西南ＲＣの皆様、あけましてお目出と 

 うございます。 

【 】小計 13,000円 今年度累計 438,800円 

目標額 726,000円 達成率 60％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

万殿 慎二 

・木村会長、井上幹事のスピーチ楽し

 みです。 

 

吉田  修 

・合同例会の日は、いつも冨井先生を思 

 い出します。 

井上 正佳 ・合同例会、よろしくお願いいたします。 
内山 正元 ・合同例会を楽しみに参りました。 

田中  守 ・西南ＲＣ皆様、お世話になります。 

林  良訓 ・西南ＲＣの皆様、お世話になります。 

末永  寛 ・西南ＲＣの皆様、お世話になります。 

BOXへ 三田 昌資 

 
佐伯 希彦様 

・出射先生 西南ＲＣ松井君がお世話

 になりました。感謝。 

 

万殿 慎二 

・西南ロータリークラブの皆様よろしく

 お願いいたします。 

德田 正彦 ・合同例会よろしく。 

森  正廣 ・今年の新年会第一号は粟田山荘でした。 

 

髙橋 英明 

・木村会長、井上幹事のスピーチ楽し

 みにしています。 

BOXへ 田中  守、井上 正佳 

児嶋 雄二 ・久しぶりの合同例会楽しみに！ 

上原 従正 ・西南ＲＣの皆様よろしく。 

谷口 泰義 ・西南さんお世話になります。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 593,000円 
目標額 792,000円 達成率 75％ 1人当たり24,000円以上 

瀬田 保二 ・西南の皆様、今年もよろしく。 

BOXへ 吉田  修、藤井文治郎、田中  守 

織田 鉄也、児嶋 雄二、万殿 慎二 

三田 昌資、井上 正佳 

【 】 小計 6,000円   今年度累計 135,000円 
目標額 400,000円 達成率 34％ 

山本 拓生 ・井上さんスピーチ頑張って下さい！ 

BOXへ 織田 鉄也、吉田  修 

１月は職業奉仕月間 

２月６日（木）  
「インターアクトクラブとは？」 
  ― 活性化を考える ― 
      ＲＩ第2650地区インターアクト委員長 
      京都洛中ＲＣ会員           才門 俊文様 

【 】 小計    0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   

「京都西南ＲＣとの合同例会」 

 於：ホテル日航プリンセス京都 

 

 

森  正廣 

・京響ショスタコービッチ交響曲「レニ

 ングラード」雄大で迫力ありしびれま

 した。 

 

吉田  修 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 本日はお世話になります。 



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 

1/31 京都東 「 京漆器の今と昔 」 
㈱象彦 代表取締役社長 西村  毅様 

（金） 京都伏見 ～前期クラブ・アッセンブリー～ 

 京都洛西 新会員スピーチ「暮らしのなかのお茶」 
会員 髙橋 宗信様 

 
京都紫竹 

「第４回クラブ協議会 グローバル補助金事業
についての報告」        井上 弘之会員 

明石 好蔵会員、原田孝一朗会員 

2/3 京都西 クラブ創立６２周年記念例会「創立６２周年 
 記念に寄せて」     会員  武田  隆男 様 

（月） 京都紫野 「会員スピーチ」 
小林 俊亮会員、吉田 和弘会員 

 京都中 「税務署のローカルカラー？」 
中京税務署 署長 久次米 英敏様 

 京都平安 18：30 -京都西北ＲＣ合同例会-「乙女文楽について」 
光華座 座長 吉田 光華先生 

2/4 
京都東山 

「『奉仕の理念と職業奉仕』について」 
国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 職業奉仕委員会  

委員長 宇治鳳凰RC 中島    健様 

（火） 

京都西南 

「さわっておもしろいものは、見てもおもしろい、
かもしれない」～見えているものがすべてではな
い、と言う立場からアート活動を紹介します。～

美術家・鍼灸師 光島 貴之様 

 京都洛中 「数寄屋・茶室へのいざない」 
会員 才門俊文様 

 京都洛南 「令和２年・年鑑座相 ～庚子 七赤金星 』 
高島易断鑑定所 寿周会主催  高島寿周様 

2/5 京都 -新会員スピーチ-  
「神のたべもの」            田邉 卓爾様 

（水） 京都西北 「京都平安ロータリークラブとの合同例会」開催 
＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「コスタリカの紹介と自己紹介」 米山奨学生  
カストロ アラヤ，ロイネル フランシスコ君 

 
京都嵯峨野 

「スポーツの力を通じて実現したい事」 
一般社団法人京都紫光サッカークラブ  

Ladiesマネージャー 砂原 浩二様      

 京都朱雀 「歳男放談」         会員 深田 金嗣様 

2/6 

 
京都南 「『日本一コミュニケーションが豊かな会社』を目

指して」  京都信用金庫 理事長 榊田 隆之様 

（木） 京都北 ｢守る事つなぐ思い－花街に生きる一人とし
て－｣        一力亭 女将 杉浦 京子様 

 京都洛北 「AfternoonにSaxophoneの調べ」    
西村琴乃トリオ 

 京都洛東 「２１/ＩＭ実行準備中間報告」 
  ＩＭ準備委員会委員長 山口 義治様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「京都と皇室と泉涌寺と」   
総本山 御寺 泉涌寺 執事 渡邊 恭章様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

 ｢ｉＰＳ細胞の話｣   
ｉＰＳ研究所 グリシア・アルメイダさん 

 
京都さくら 

「人間関係をより良くする工夫 よい処を捜し
て急ぐ褒める！！㈱カントリー自動車  

代表取締役会長  河村 益孝様 

 京都乙訓 「クラブデー」 
～創立50周年記念式典リハーサル～ 

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/ 


