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【姉妹クラブ】  台湾三重中央ロータリークラブ 
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Vol.２６－２５ 

２０１６年１月１４日 



 ２０１６年１月１４日（木）  第１２４９回例会  Vol.２５ 

１．１月１６日（土）京都平安ホテルにおいて、 

 第２回奉仕プロジェクト部門青少年担当者会議が

 行われます。内田青少年奉仕委員長が出席されま

 す。 

２．１月１６日（土）京都堀川音楽高校において、

 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が開催されます。 

 吉田幹事が出席します。 
３．２０１５~１６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。 

日 時 2015 年 12 月 3 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、林、吉田、田中、一口、出射、鎌野、 

    髙橋、内田、万殿の各会員 
 

 議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．下半期会費納入状況について 

４．第６回ｸﾗﾌﾞ討論会について（職業奉仕）  1/21（木） 

５．第９回桂川流域クリーン大作戦について 2/14（日） 

６．京都西南ＲＣとの合同例会について 2/18（木）

８．第７回ｸﾗﾌﾞ討論会（社会奉仕・国際奉仕）  2/25（木）

９．地区大会について  4/3（日） 

10．台湾三重中央RC・札幌真駒内RCとの合同例会に 

  ついて 6/18～19（土･日） 

11．第３回炉辺会合について 

12．新年会について 

13．青少年交換について 

14．その他 

例会プログラム 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「ペチカ」 

  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 

－会員スピーチ―  

「この年におもうこと」 

       近藤 永太郎会員 

閉会点鐘       13:30 

  「歳男放談」 

   

     吉田   修会員 

今日の歌   

 「ペチカ」 
北原白秋作詞 

山田耕筰作曲 

雪のふる夜は たのしいペチカ 

パチカ燃えろよ お話しましょ 

むかしむかしよ 

燃えろよ ペチカ 

   
 

日時：１月３１日（日） 

   １８：００～ 
 

場所：京都つゆしゃぶ 

ＣＨＩＲＩＲＩ本店 

  ℡：07-222-5557 
 上京区室町通り丸太町上ﾙ 
 

会費：１１，０００円 

2015-16年度 第３回炉辺会合 
 

本年度第３回炉辺会合を３月末日迄に開催いただき、 

会合終了後、事務局宛報告をお願いします。 

 ＊テーマ「会員増強と台湾三重中央ＲＣ 
・札幌真駒内ＲＣ合同例会について」  

       クラブ管理運営委員長 森  正廣 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 松尾 内山   上山、千田、鎌野、林 

2 髙橋 稲掛  安田、谷口、田中、山田 

3 上原 德田  瀬田、児嶋、末永、大森 

4 内田 吉田  中川、王、太田、出射 

５ 山本 森  万殿、一口、藤井、近藤 

  新年会のご案内 



 
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２４日（日） 青少年交換派遣予定学生第３回研修会 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：30～16：30 

 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３１日（日） 新年会 京都つゆしゃぶCHIRIRI本店 

  １８：００～ 

 ２月１８日（木） 京都西南RCとの合同例会 

次回例会 １月２１日（木） 

クラブ・デー 

第６回クラブ討論会 

  （職業奉仕） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２２名（７名）８１．４８％ 

ご来客１名 

１２月２４日例会のMake-up後の出席率 ７５．０％ 

稲掛 英男 ・吉田修会員のスピーチ楽しみに。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 331,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率49％ 

鎌野 孝和 ・よい年になって欲しいものです。 

松尾 義平 ・謹賀新年 

BOXへ 田中    守 

出射 靖生 ・暖かい正月でした。 

【 】小計 16,000円 今年度累計 351,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 49％ 

 

出射 靖生 

・上山先生、正月明けより御世話になり 

 ました。 

 

出射 靖生 

・お目出とうございます。 

 今年もよろしく御願い申し上げます。 

万殿 慎二 ・本年もどうぞよろしくお願いします。 

 

内山 正元 

・おめでとうざいます。 

 元日に、赤富士を見てきました。 

 

瀬田 保二 

・皆様の新しい年のお祝詞を申し上げ 

 ます。 

 

谷口 泰義 

・吉田修様 

 スピーチ何をもう申のでしょうか。 

【ニコニコ箱】 小計 41,000円  今年度累計 685,000円 
目標額 1,300,000円 達成率53％ 

德田 正彦 ・謹賀新年 本年もよろしく。 

藤井文治郎 ・明けましておめでとうございます。 

稲掛 英男 ・明けましておめでとうございます。 

松尾 義平 ・謹賀新年 

吉田   修 ・みなさま 新年あめでとうございます。 

 

安田  勝 

・謹賀新年 

 本年も宜しくお願いします。 

 

田中  守 

・お目出とうございます。 

 本年もよろしくお願いします。 

 

千田  適 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いします。 

 

末永  寛 

・明けましておめでとうございます。 

 本年もよろしく。 

髙橋 英明 ・あけましておめでとうございます。 

 

鎌野 孝和 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もどうぞよろしく。 

 

千田  適 

・今年こそ世界平和を！ 

 でも無理か？ 

林  良訓 ・あたたかいお正月でしたね。 

王   杲 ・明けましておめでとう御座います。

 

吉田  修 

・１/２、早速愛宕山に夫婦で登ってき 

 ました。今年も元気で参りましょう。 

【 】   小計 2,000円 今年度累計  52,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 87％ 

【 】  小計 6,000円 今年度累計 128,000円 
目標額 400,000円 達成率 32％ 

稲掛 英男 ・明けましておめでとうございます。 

松尾 義平 ・謹賀新年 

松尾 義平 ・謹賀新年 

王   杲 ・謹賀新年！ 

稲掛 英男 ・ノムルンさん いらっしゃい。 

吉田  修 ・ノムルンさん、おめでとう！！ 

BOXへ 德田 正彦、鎌野 孝和、千田  適 

BOXへ 吉田  修、田中  守、鎌野 孝和 

BOXへ 鎌野 孝和 

稲掛 英男 ・明けましておめでとうございます。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 

 

田中   守 

・会長、幹事  

 本年もよろしくお願いします。 



●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) 

㈱堀場製作所 代表取締役副社長 石田 耕三様 

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～ 

「インドネシア水開発事業について」 

 

京都伝統産業ふれあい館  

専務理事 八田 誠治様 

１月１５日(金) 

１月１８日(月) 

18：30～ 

１月１９日（火) 

１月２０日(水) 

１月２１日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

㈱田畑染飾美術研究所 代表取締役 京都紫野RC会員 田畑 喜八様 

「なが～い おつきあい」 

-新年会- 

「世界が憧れる観光都市へ－京都市の観光政策－」 

「年男放談」 

第５回フォーラム「職業奉仕について」 

「石門心学 石田梅岩先生について」 

岡本 靭彦様、太田 晴章様、藤田 勝也様 

歳男スピーチ 

クラブ・デー クラブ・フォーラム（創立50周年記念事業実行委員会） 

「食べざる喜び」 

 「ＲＬＩについて」 

「あらたまって京都の伝統産業とは？」～７４品目の匠の技～ 

「故 堀江斎太郎会員 追悼例会」 

｢-会員スピーチ-「四つのテストの思い」 

「万華鏡－のぞきみる世界」 

石門心学開道舎 石田梅岩子孫 石田 二郎様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

向井 博一会員、佐野 友泰会員 

京都市行財政局防災危機管理室 地域防災推進 

担当課長 人見早知子様 

京都万華鏡ミュージアム代表理事 伊藤 知子様 

クリエイティブ・ディレクター 小森 純夫様 

京都市産業観光局観光長  

ＭＩＣＥ推進室担当係 吉田 健二様 

会員 松川 重樹様 

「中国と台湾と日本の食の世界」 

「趣味のひとつとして－切手－」  

「新年夜間例会」「クラブ・デー」 

「歳男放談」 

－職業奉仕部門フォーラム-「未定」 

-新入会員スピーチ-「自己紹介」 

「京都と皇室と宮廷文化」 

「新春 歳男放談」 

創作中華 一之舟入 店主 魏 禧之会員 

 

R.I.第2650地区ＲＬＩ委員会 副委員長 岡村 俊男様 

 

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 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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 

職業奉仕委員会 委員長 前田 尚之会員 

会員 津田 定明様 

会員 藤井 眞一 様 

会員  薮  幹夫様、田平 義昭様、角 正三郎様、岡本 秀治様 

ボナンノ ジャンヌカ様 

「災害に強いまち京都を目指して」 

「２回創立キーメンスピーチ」 伊藤義浩名誉会員、山中祥弘名誉会員、岩佐孝雄会員 

礪波 修会員・村上 健治会員・新造 一夫会員 

歴史作家・評論家 八幡 和郎氏 


