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 ２０１６年１月２１日（木）  第１２５０回例会  Vol.２６ 

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、内田青少年奉仕委員長が出席されまし

 た。 

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、吉田  

 幹事・谷口会員が出席されました。 
３．１月２２日（金）リーガロイヤルホテル京都に

 おいて、賛西会 会長・幹事情報交換会が開催され

 ます。林副会長・末永副幹事が出席されます。 

４．１月２４日（日）新京都センタービルにおいて

 青少年交換派遣予定学生第３回研修会が開催され

 ます。鎌野会員と山本咲良さん、山本会員ご夫妻

 が参加されます。 

例会プログラム 

 

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） 
 

閉会点鐘       13:30 

◇例会場変更・事務局移転のお知らせ 

 リーガロイヤルホテル京都が耐震及び改装工事の為 

 全面閉鎖となり、例会場、事務局を移転することに 

 なりました。 

・京都南ＲＣ 

（2016年2月1日より） 

 例会場： ホテルグランヴィア京都 

 事務局移転先：京都市下京区東塩小路町９０１ 

  ホテルグランヴィア京都１１階 

※電話、Fax番号、E-mailの変更はありません。 

      

  

－会員スピーチ―  

「この年におもうこと」 

       近藤 永太郎会員 

 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

 １月２９日（金）京都東ＲＣ 

 ビジター受付はありません。 

   

日 時： １月３１日（日） 

     １８：００～ 
 

場 所： 京都つゆしゃぶ CHIRIRI本店 

  ℡：222-5557 上京区室町通り丸太町上ﾙ 

 

会 費： １１，０００円 

 新年会のご案内 

会員誕生日お祝い  １月おめでとうございます 

 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

夫人誕生日お祝い 

 １８日 谷口泰義会員夫人  友子様 
 

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 

【ニコニコ箱】 小計 30,000円  今年度累計 715,000円 
目標額 1,300,000円 達成率55％ 

 京都北ＲＣ 

原田 浩二様 

増田 康男様 

・内田さん、１月１２日は楽しいひと時 

 と大変ご馳走になり、ありがとうござ

 いました。 

 今後共、宜しくお願いします。 

 

大森 英彦 

・あけましてお目出度うございます。 

 ご無沙汰しております。 

稲掛 英男 ・近藤会員のスピーチ楽しみに。 

・京都洛南ＲＣ 

（2016年2月2日より） 

 例会場： 京都東急ホテル 

      



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １月２８日（木） 

「歳男放談」 

   王   杲会員 

   谷口 泰義会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月１４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２５名（７名）９２．５９％ 

ご来客１名 

 

児嶋 雄二 ・謹賀新年 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 341,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率51％ 

万殿 慎二 ・近藤永太郎会員のスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・今年は梅の開花が早いですね。 

 

吉田  修 

・大森さん  

 ようこそいらっしゃいました。 

 

稲掛 英男 

・大森さん  

 ようこそいらっしゃいました。。 

森  正廣 ・大森さんお久しぶりです。  

 

田中  守 

・中川さん 

 先日はありがとうございました。 

近藤永太郎 ・御礼とお詫び。  

森  正廣 ・伊勢神宮内宮参拝。 

 

中川 俊夫 

・次年度役員の皆さま 

 先日はご苦労様でした。 

 

千田   適 

・本日 中途退席します。 

 申し訳ありません。 

児嶋 雄二 ・皆さん今年もよろしくお願いします。 

鎌野 孝和 ・近藤様の話を楽しみに。 

吉田     修 ・近藤さんのお話、楽しみにー。 

田中    守 ・近藤先生のスピーチ楽しみです。 

 

出射 靖生 

・近藤会員のスピーチ楽しみにしていま

 す。 

松尾 義平 ・近藤さん（先生）ようこそ。 

BOXへ 林  良訓、一口 茂樹 

 

万殿 慎二 

・ほろにが会 参加の皆様、楽しい時間 

 をありがとうございます。 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、千田  適 

末永   寛、田中    守 

 

内田 勝彦 

・次年度役員会、ほろにが会 

 お世話になりました。 

【 】小計 31,000円 今年度累計 382,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 53％ 

 

 

稲掛 英男 

・内田青少年奉仕委員長 

 １/１６第２回奉仕プロジェクト部門 

 青少年担当者会議よろしく。 

森  正廣 ・近藤さんのスピーチ楽しみに。 

安田   勝 ・大森さん お久しぶりです。 

近藤永太郎 ・お詫びと御礼 

児嶋 雄二 ・本年もよろしく。 

 

谷口 泰義 

・近藤さん お忙しいところ 

 ありがとうございます。 

◆地区内行事 

 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 

 ２月１４日（日ｌ）第２回社会奉仕委員長会議 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 12：30～15：30 

 ２月２１日（日）ｲﾝﾀｰｱｸﾄ提唱委員長並びに提唱校顧問 

 教論会議 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ  

 15：00～18：00 
◆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 

【 】   小計 6,000円 今年度累計  58,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 97％ 

BOXへ 稲掛 英男 

児嶋 雄二 ・新年おめでとう。 

出射 靖生 ・ポリオの無い世界を。 

 

万殿 慎二 

・内田さん 先日はありがとうございま

 した。 

【 】  小計 19,000円 今年度累計 147,000円 
目標額 400,000円 達成率 37％ 

 

内田 勝彦 

・近藤先生 

 本年もよろしくお願いします。 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

藤井文治郎 ・近藤会員のスピーチ楽しみです。 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

児嶋 雄二 ・今年もよろしく。 

 

 

山本 拓生 

・次年度役員会おつかれ様でした。 

 中川さん、王さん 

 ありがとうございました。 



●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) 

永井  孝会員、山本  勝会員 

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～ 

「第４回クラブ・アッセンブリー」 

㈱でんでん 代表取締役 田尻 敏寛様 

公益社団法人 京都市観光協会  

事務局長 横井 雅史氏 

１月２２日(金) 

１月２５日(月) 

18：30～ 

１月２６日（火) 

１月２７日(水) 

１月２８日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

華道未生流笹岡 家元 笹岡 隆甫様 

-イニシエーションスピーチ-「雑感（自己紹介）」 

相続税の課税強化とその対応策について」 

「クラブ・デー」例会場変更 

節食例会「クラブ・フォーラム 25周年に向けて③」 

「お寺の退山式」 

「京都府のふるさと納税制度と平成２７年度 

ふるさと納税による控除の拡大」 

京都市都市計画局 歩くまち京都推進室 企画課長  

福田 敏男様 交通施設計画課長 橋本 典幸様 

「伝統産業×国産皮革で創り出す、新しいマーケット」 

クラブ・フォーラム（職業奉仕） 

「いけばな～花の哲学～」 

 -追悼例会-「故 阪口  祐男君を偲んで」西村治兵衞様 

「50回記念 京の冬の旅キャンペーン」について 

「健康寿命を延ばすには」 

「職業奉仕の話」 

「大学にける日中韓共同運営プログラムの新しい試み 

～立命館大学キャンアジア・プログラムの事例から～」 

京都府文化ｽﾎﾟー ﾂ部文化政策課  

文化財・資料保全担当課長 平井 俊行氏 

担当 職業奉仕委員長 吉田 武雄様 

佐藤  瞳様、塚田 寛人様 

京都府立医科大学 学長 京都ＲＣ会員 吉川 敏一様 

俳優 西田  健様 

立命館大学 文学部  

教授 庵逧 由香様 

会員 森川 宏昭様 

 

「よもやま話 庭の見所」 

「京野菜の現在と健康」 

「シリア難民支援の現状（ヨルダン」 

「『歩くまち・京都』の取組について」 

「スーパーサーズデー」 

職業奉仕フォーラム 

「絵を描くという事」 

 （株）小島庭園工務所 代表取締役 小島 裕史会員 

 

 

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 

中央綜合グループＣＥＯ 公認会計士  

税理 根岸良子会員 

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 

日下 悌宏会員 

職業奉仕委員長 土井 正樹様 

㈱嶋石 代表取締役 石割 照久様 

画家、京都洛西ＲＣ会員 久保 和子様 

 

「未定」 

「私の水泳人生 井村さんとの出会い」 元日本水泳連盟  高堀 和子様 

 

 

「故 山本 浩三君を偲んで」宇津 克美様 

「歳男放談」 


