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 ２０１６年１月７日（木）  第１２４８回例会  Vol.２４ 

１．本日例会終了後、１月度理事役員会を開催いた

 します。 

２．２０１５~１６年度地区大会の登録締切が１月

 ２２日（金）となっております。多数のご登録

 よろしくお願い致します。 

３．第９回クリーン大作戦が２月１４日（日）に

 開催されます。 

例会プログラム 

 

開会点鐘                                      12：30        

  国家「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

 今日の歌「１月１日」 

  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 

 「歳男放談」 

       吉田   修会員 

閉会点鐘       13:30 

 クラブ・デー 

 第４回クラブ協議会（上半期の締め括り） 

  今日の歌   

 「１月１日」 
 

年の始めの ためしとて 

終りなき世の めでたさを 

松竹たてて 門ごとに 

祝
いお

う今日こそ 楽しけれ 

京都西北ＲＣ 

創立40周年記念例会・祝宴のご案内 
 

日 時： ２０１６年３月２４日（木）  

   登録開始 １３：２０～ 

   記念例会 １５：００～ 

   記念祝宴 １７：２０～ 

場 所   京都ホテルオークラ 

登録料： １５，０００円 

 

【ニコニコ箱】 小計 23,000円  今年度累計 644,000円 
目標額 1,300,000円 達成率50％ 

末永  寛 ・皆様良いお正月をお迎え下さい。 

 

瀬田 保二 

・皆様 今年は大変お世話に成りました 

 来る年もよろしく。 

 

千田  適 

・あっという間の１年でした。 

 来年もよろしく。 

 

稲掛 英男 

・今日はクラブ・デーです。 

 よろしくお願いします。 

 

吉田   修 

・クリスマス例会 

 欠席お詫び。 

森  正廣 ・舞鶴「とれとれ市場」でカニ買出し。 

出射 靖生 ・クリスマス例会 欠席おわび。 

稲掛 英男 ・よいお年を。 

【 】 小計  9,000円 今年度累計 316,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率47％ 

内山 正元 ・シリア難民に、メリークリスマス！ 

 

吉田  修 

・この一年大変お世話になりありがとう 

 ございました。 

BOXへ 田中    守 

安田   勝 ・よい新年を。 

【 】小計 13,000円 今年度累計 335,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 47％ 

稲掛 英男 ・よいお年を。 

 

内山 正元 

・ラグビーワールドＣＵＰがあったり 

 して、面白い一年でした。 

 

中川 俊夫 

・来年こそ 

 世界に平和を！！ 

田中   守 ・会長、幹事 お世話になりました。 

谷口 泰義 ・一年間いろいろ有難うございました。 

德田 正彦 ・来年もよろしく。 

児嶋 雄二 ・今年1年ありがとうございました。 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◆地区内行事 

 １月１６日（土） 第２回奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門青少年担当者 

 会議 京都平安ﾎﾃﾙ 12：30受付 

 13：00～16：00 

 １月１６日（土） 京都さくらＲＣ創立10周年記念養護施設 

 京都芸大ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 堀川音楽高校 

 １月２２日（金） 賛西会 会長・幹事情報交換会 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 15：30～ 

 １月３１日（日）地区職業奉仕「講演会」 ｼﾙｸﾎｰﾙ 

  12：00受付 13：00～16：30 
◆クラブ内行事 

 １月 ７日（木）１月度理事役員会 

 １月１１日（祝）次年度役員会 桃園亭 18：30～ 

次回例会 １月１４日（木） 

－会員スピーチ―  

「この年におもうこと」 

       近藤 永太郎会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２１名（７名）７５．０％ 

ご来客０名 

１２月１０日例会のMake-up後の出席率 ８２．１４％ 

  

  

 

 

クリスマス家族例会 

 

出席者： 会員  ２５名 

  ご夫人 １１名 

  米山奨学生 ノムルンさん 

  松本先生、事務局 計３９名 

 （報告：山本拓生） 

 １２月１９日(土)センチュリーホテルにおいて、恒例

のクリスマス家族例会を開催しました。ソングリーダー

の吉田さんが欠席されたので、副リーダーの内田さんの

指揮のもと、「きよしこの夜」の合唱からスタートをし

ました。 

出射親睦委員長の提案で、今年は和食でのクリスマス

パーティでした。皆さんどうでしたか？ 

出し物は、久保さりーさんにお越し頂いて「二胡」の

演奏をお願いしました。お一人での演奏だったので  

１時間は少し長かったかも知れません。私の打合せ不足

でした。 

いつものように松尾さんにシクラメンをご用意して頂

き、会場に花を添えてもらいました。今年は例年になく

暖かいクリスマス例会となりましたが、ご婦人方も含め

て皆さんおしゃべりで盛り上がって頂き、楽しく過ごす

事が出来ました。参加していただいた皆様、ありがとう

ございました。  

 

二胡奏者 久保さりー様 

【 】   小計 2,000円 今年度累計  50,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 83％ 

千田  適 ・来年は平穏な年であります様に！ 

上原 従正 ・ノムルンさん メリークリスマス 

内山 正元 ・米山奨学生に、楽しい年末年始を^_^

BOXへ 田中   守 

出射 靖生 ・皆さんよいお年を。 

 

末永  寛 

・上原さん、先日はありがとうございま 

 した。 

 

吉田  修 

・年の瀬、風邪などひかれませんよう 

 に。 

【 】  小計 6,000円 今年度累計 122,000円 
目標額 400,000円 達成率 31％ 

 

王   杲 

・今年一年お世話になりました。 

 来年もどうぞ宜しくお願い致します。 

吉田   修 ・どうぞ来年もいい年でありますよう。 

 

藤井文治郎 

・理事、役員の皆様 

 この一年お世話になりました。 

稲掛 英男 ・よいお年を。 

 

山本 拓生 

・メリークリスマス！家内は福山雅治 

 のコンサートへ行ってしまいました。 

稲掛 英男 ・よいお年を。 



●京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ● 

2015～2016年度  役員・理事・委員会構成 

会長（ｸﾗﾌ゙研修ﾘー ﾀ゙ 兼ー務） (役員) 

副会長（会員増強委員長兼務） (役員) 

幹事 

会計 

S.A.A. 

クラブ管理･運営委員長 

親睦委員長 

プログラム委員長 

ニコニコ委員長 

ソング委員長 

出席委員長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 

太田 和夫様 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

京都 

京都西北 

京都北東 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

京都さくら 

京都西山 

京都乙訓 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【全日空Ｈ】 

【全日空Ｈ】 

【全日空Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【向日神社】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ﾛｲﾔﾙH&ｽﾊﾟ】 

18：30～ 

「クラブ・デー」 

 

＊ビジター受付はありません。 

１月８日(金) 

１月１１日(月) 

18：30～ 

１月１２日（火) 

１月１３日(水) 

１月１４日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

「歳男放談」 会員 齊木 健雄様 

「歳男放談 」 

～当たり年会員スピーチ～ 

「歳男放談」 

-新春例会-「剣舞・詩吟」 

「フルート演奏」 

-祝日休会- 

 

-祝日休会- 

－新春例会-「歳男放談」 

「新年を迎えて」 会員 井上 新一様 

 「アナウンサーから見た京都の魅力 」 

クラブ・デー 

「未経験からの運命の服創り」 

｢上半期を終えて｣  

クラブデー 

 

 

RLI委員会委員長 福井南RC会員 田中 文夫様 

レジーナロマンティコ代表 角野 元美様 

。 

 

会員 堤  清 彰様、和田 行弘様、加藤 充則様 

会員 多田 裕昭様 

華道家 池坊 美佳様 

-祝日休会- 

例会日時・場所変更 

「ＲＬＩについて」 

-祝日休会- 

-第４回クラブ協議会-ロータリー情報部門 

「いけばな～季節を感じて～」 

「歳男放談」 

「新春初例会の為、夜間に臨時変更」 

 

 

ＮＨＫ京都放送局 アナウンサー 岩槻 里子様 

 

鎌野 孝和 

髙橋 英明 

上山 泰弘 

児嶋 雄二 

奉仕プロジェクト委員長 

職業奉仕委員長 

社会奉仕委員長 

内田 勝彦 青少年奉仕委員長 

国際奉仕委員長 

太田 勝彦 広報委員長 

万殿 慎二 ﾛー ﾀﾘー財団･米山委員長 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

末永   寛 副幹事 

髙橋 英明 副S.A.A. 

内山 正元 

上原 従正 

副幹事 

副会計 

副S.A.A.（記録） 王     杲 

稲掛 英男 戦略計画委員長 

申年生まれ会員 

友好クラブ委員長 

太田 勝彦 インターアクト委員長 

稲掛 英男 

林   良訓 

 

吉田   修 

田中   守 

一口 茂樹 

森  正廣 

出射 靖生 

山本 拓生 

内山 正元 

吉田   修 

末永   寛 

上原 従正 

中川 俊夫 

千田   適 

（ｸﾗﾌ゙研修副ﾘー ﾀ゙ 兼ー務） 
(役員) 会長エレクト 

(役員) 直前会長 

田中  幸子様、日浦 紀子様 

ガバナー補佐 会員 中野 種樹様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

 

「未定」 

「 RLIについて」 RLI日本支部ファシリテーター 京都八幡RC会員 坂本 克也様 

疋田 澄子様 

小林 芳朗様、松井  始様、里内 忠一様 


