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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 

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 

（万殿、森、太田、谷口、王の各会員） 

 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 

「 ポンヌフ 」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

国歌「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

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 

  「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 

閉会点鐘    13：30   

 ２０２０年２月６日（木）  第１４２９回例会  Vol.３０－２７ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催いたし 
 ます。 
２．２月９日（日）リーガーロイヤルホテル京都において
 第２回社会奉仕委員長会議が開催されます。末永会員
 井上会員が出席されます。会議において「心の絵」展 
 の事業報告を行います。 

ご略歴 

才 門 俊 文 （Saimon Toshifumi）様 
 

専門分野 

 建築設計／家具デザイン／照明デザイン 
 

メッセージ 

 専門は茶室、数寄屋建築です。 
 

経歴・業績 

1961年大阪生まれ 

武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業 在学中に保坂 

 陽一郎に師事 

SCI-ARC（南カリフォルニア建築大学）大学院卒業 

  [在学中トム・メイン、コイ・ハワードに師事] 

帰国後、中村昌生先生の御縁を頂き、京都の数寄屋師 

笛吹嘉一郎氏の流れを汲む山本隆章棟梁の下で１７年修業

の後、２００６年に独立、才門俊文建築設計事務所を開設

する。数寄屋・茶室建築及び社寺建築の設計監理から 

住宅や店舗の設計監理と幅広く関わり、伝統建築は勿論

のこと新しい日本建築にも挑戦 
 

公益社団法人 京都デザイン協会 常務理事 

京都洛中ロータリークラブ会員 2010-11年度入会 

国際RC第2650地区インターアクト地区委員2019-20年度委員長 

京都市嵯峨体育振興会 副会長 

京都精華大学非常勤講師（伝統建築工法/フィールドワーク2） 

特定非営利活動法人（NPO法人）京都まつり・文教協会 理事 
 

主な著書（共同執筆・アドバイサー） 

『[和風住宅・茶室]納まり詳細図集』エクスナレッジ社 

建築知識２００８ １１月号 和風まるごと詳細図集 

エクスナレッジ社 

『一流料理店の厨房』 グラフィック社 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
２月１３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） 
２月１６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。 
２月１２日（水）京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
   京都朱雀ＲＣ 
２月１３日（木） 京都乙訓ＲＣ、京都さくらＲＣ 
２月１４日（金）京都紫竹ＲＣ 
 ＊以上、ビジター受付はありません。 

2019-20年度 第２回炉辺会合（１班）の報告 
 

日 時： ２０１９年１２月５日（木） １９時～２１時 

場 所： 割烹 ふぐ料理「由兵衛」 

参加者： 福田、林、菱田、児嶋、万殿、谷口、  

 内田の各会員 
 

 12月に入り皆さんお忙しい中、新入会員の福田さんをお迎

えして、全員出席で開催いたしました。 

 シーズンの河豚をいただきながら、先輩会員さんから福田 

会員へ、気軽に参加しながら

もマナーを守って真面目に 

取り組む事など、優しく指導し

ていただきました。 

 今後の拡大の取組や、30周

年に向けての活動状況など

内容の深い炉辺会合となり 

ました。ご参加の皆様ありがと

うございました。 

（報告：内田勝彦） 

   

  第１３回桂川流域クリーン大作戦  

実施概要 
 

実施地区 桂川流域 

実施日 ３月１日（日）雨天の場合３/８ 
 ＊前日午後７時前のNHK天気予報で実施決定 
  実施日午前中の降水確率７０％以上は中止 

集合場所 桂大橋の桂離宮側 

時間予定  ８：３０ 受付開始 
 ９：００ あいさつ＆注意事項説明 
 ９：３０ 清掃作業開始 
      １１：００ 集めたｺﾞﾐ袋を指定場所に集積 
      １１：３０ 終了 用具返却  
  現地解散 



１月３０日（火）例会  
会員数 ３３名（内出席免除８名）  
出席者 ２２名（５名）  ７３．３３％ 
ご来客１名 
１/１６ＭＵ後の出席率  ９３．５５％ 

【ニコニコ箱】 小計 20,000円 今年度累計 853,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 66％ 

 

髙橋 英明 

・中川会員、内山会員のお話し楽しみに

 しております。 

 

万殿 慎二 

・中川会員、内山会員のスピーチ楽し 

 みです。 

 

吉田  修 

・中川委員長、本日は一緒に勉強させ 

 てください。 

【 】小計 20,000円 今年度累計 458,800円 

目標額 726,000円 達成率 63％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

林  良訓 ・中川会員の高尚なお話をうかがって。 

 

谷口 泰義 

・新年会、新入会員歓迎会ごくろうさん

 でした。 

井上 正佳 ・新年会、二次会楽しかったです。 

太田 勝彦 ・せきをしたら白い目で見られた！ 

千田  適 ・大変な時代になりました。 

 

森  正廣 

・「指宿菜の花マーチ」開聞岳を見な

 がら２日で４７キロ完歩。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、三田 昌資 

田中  守、末永  寛 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 608,000円 
目標額 792,000円 達成率 77％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 鎌野 孝和、三田 昌資、田中   守 

稲掛 英男、千田  適、井上 正佳 

【 】 小計 2,000円   今年度累計 137,000円 
目標額 400,000円 達成率 34％ 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

１月は平和と紛争  
予防/紛争解決月間 

２月１３日（木）  
「スポーツ歯学について」  
 新神戸歯科 院長 
 神戸六甲RC会員  藤井 佳朗様 

【 】 小計 1,000円  今年度累計  47,000円 
目標額 66,000円 達成率 71％ 1人当たり2,000円以上   

クラブ・デー 

  「第６回クラブ討論会」（職業奉仕） 

万殿 慎二 ・新年会、新入会員歓迎会楽しみました。 

林  良訓 ・新年会の早退おわび。 

上原 従正 ・職業奉仕月間に寄せて。 

 

吉田  修 

・まもなく（あと数日で）節分、立春で

 すね。 

 

森  正廣 

・北の稚内から南の枕崎まで列車の

 旅達成！ 

 

内山 正元 

・目に見えないので、コロナウイルスは

 恐ろしい。 

BOXへ 太田 勝彦、千田  適、井上 正佳 

稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

 

 

万殿 慎二 

・今年９月８日、ＲＣほろにが会の幹事を

 することになりました。皆様よろしく

 お願い致します。 

 

 

吉田  修 

・元 米山奨学生 呉 秀賢さんが３/１５

 の創立記念例会に出席とのこと。 

 楽しみです。 

安田  勝 ・新年会、新入会員歓迎会欠席お詫び。 

末永  寛 ・早退おわび。 

森  正廣 ・指宿砂むし温泉クセになります。 

BOXへ 髙橋 英明 

クラブ・デー

  

 

１月会員誕生日お祝い 

太田会員、井上会員と会長 

ポールハリスフェロー表彰 

髙橋会長と井上幹事 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ 内山、

髙橋、千田、稲掛の各会員 

米山功労者表彰 

髙橋会長と井上会員 

職業奉仕委員長 

中川会員 

職業奉仕副委員長 

内山会員 



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 

2/7 
京都東 

  「南極観測越冬隊の１年間」 
～調理担当越冬隊が見た南極～ 
第38次・45次南極地域観測隊 北田 克治 様 

（金） 京都伏見 「京都府総合計画～府民と共に京都夢実現 
 プラン～」      京都府知事 西脇 隆俊様 

 京都洛西 「骨髄移植について」   会員 妹尾 和正様 

 
京都紫竹 

「筑前琵琶『西郷隆盛』」狂言 大本山東福寺 
 塔頭 即宗院 閑栖（前住職）杉井玄慎師  

筑前琵琶奏者 片山旭星師 

2/10 

京都西 

「指揮者のリーダーシップ」京都市交響楽団 
常任首席客演指揮者 京都市立芸術大学 
音楽学部指揮専攻教授 広島交響楽団音楽 

総監督   下野 竜也様 

（月） 

京都紫野 

 「ひととの出逢いは一期一会～小児がんを 
 経験していま思うこと～」  
京都光華女子大学 非常勤講師助手 
京都紫野ローターアクト会員   髙橋 真依様 

 京都中 会員スピーチ「節分と鬼：再考」 
佛教大学歴史学部 教授 会員 八木   透様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、２月１７日（月）の開催予定に 
なります。 

2/11 京都東山 「祝日休会」 

（火） 京都西南 「祝日休会」 

 京都洛中 「祝日休会」 

 京都洛南 「祝日休会」 

2/12 京都 「近畿か関西 か」国際日本文化研究センター 
 教授 井上  章一様 

（水） 京都西北 「休会」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「未定」 

 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。 

2/13 

 
京都南 

「未定」 鶴田 一郎会員   「プリット服地と
ファッションの歴史」      井上 利助会員 
「入社（あれ）から30年」     西村   護会員 

（木） 京都北 ｢未定｣ 
小西皮膚科クリニック 院長 小西 啓介様 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「『五つの眼』で生きる」  
真宗大谷派 僧侶 川村 妙慶様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

-会員スピーチ-「保険～今昔物語」 
京都モーニングRC 岩永 文明会員 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「家庭集会」開催の為、15日（土）に変更。 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「創立50周年記念式典」のため、例会日変更 
2/8（土)＊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/ 


