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 ２０１６年１月２８日（木）  第１２５１回例会  Vol.２７ 

１．１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

 林副会長・末永副幹事が出席されました。 

２．１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

 鎌野会員と山本咲良さん、山本夫人が参加 されま

 した。 

３．次週例会終了後、現次年度合同理事役員会を

 開催いたします。 

４．１月３１日（日）シルクホールにおいて地区 

 職業奉仕「講演会」が開催されます。 

 稲掛会長、鎌野会員、髙橋会員、王会員が出席

 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「四つのテスト」 

  今日の歌 「浜千鳥」 

  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」 

     王     杲会員 

     谷口 泰義会員 
  

閉会点鐘       13:30 

クラブ・デー 

第６回クラブ討論会 

（職業奉仕） 

 

髙橋職業奉仕委員長 

 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

 ２月１０日（水）京都朱雀ＲＣ 

 ２月１２日（金）京都乙訓ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 １月２９日（金）京都東ＲＣ 

  ビジター受付はありません。 

←２月の会員誕生日お祝い 

稲掛会長と太田会員 

藤井会員 

 

おめでとうございます。 

米山功労者表彰     → 

稲掛会長、森会員、千田会員 

谷口会員 

 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月２日（土） 

13：30～15：30 会長・幹事・地区委員長会議 

17：00～19：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 
（ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 

４月３日（日） 

7：30～8：30 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 
（ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 

10：00～11：30 新会員セミナー 

10：00～11：30 青少年フォーラム 
（ﾛｰﾑｼｱﾀｰ京都・京都市勧業館みやこめっせ） 

12：45～16：15 プロローグ（ﾛｰﾑｼｱﾀｰ京都） 

  大会本会議 

  特別講和・記念講演 

16：45～18：30 大懇親会（京都市勧業館みやこめっせ） 

 

記念講演 

京都大学総長 山極 壽一氏 

 

出席予定者 
会長・幹事・地区委員長会議およびRI会長代理ご夫妻晩餐会 

 稲掛会長、吉田幹事 
新会員セミナー 

 太田、王の各会員  
大会本会議および大懇親会 

 稲掛、鎌野、万殿、松尾、森、太田、千田、末永 

 谷口、德田、内山、上原、王、吉田の各会員 

 

今日の歌   

「浜千鳥」 
 

青い月夜の浜辺には 

親を探して鳴く鳥が 

波の国から生まれ出る 

濡れた翼の銀の色 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ２月４日（木） 

「シンギングボウル演奏」 
 

         山田 恵子様 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、鎌野 孝和 

末永  寛、田中  守 

【 】小計 8,000円 今年度累計 390,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 54％ 

上原 従正 ・米山活動に寄せて。 

◆地区内行事 

 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 

 ２月２７日（土）ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ 

 京都JA会館 13：30～16：00 

 ２月２７日（土）97ｸﾗﾌﾞ合同会員増強会議 

 京都商工会議所 13：00～17：00 
◆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１４日（日）第９回桂川流域ｸﾘｰﾝ大作戦 

 8：30受付開始 9：00～ 

 ２月１８日（木） 京都西南RCとの合同例会 

 ６月１８・１９日 台湾三重中央RC・札幌真駒内RCとの 

    （土・日）  ３クラブ合同例会 

【 】   小計 2,000円 今年度累計  60,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 100％ 

BOXへ 稲掛 英男 

山本 拓生 ・早退おわび。 

【 】  小計 3,000円 今年度累計 150,000円 
目標額 400,000円 達成率 38％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、千田  適 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月２１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２２名（６名）８４．６２％ 

ご来客１名 

１月７日例会のMake-up後の出席率 ８１．４８％ 

 

瀬田 保二 

・冬らしくなりました。  

 皆様かぜをひかないように。 

千田  適 ・やっと冬らしくなりました。 

内山 正元 ・大寒です。寒いはずです。 

 

森  正廣 

・京都府連句協会新春会お酒を飲み 

 ながらの初よみもまた楽し。 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円  今年度累計 734,000円 
目標額 1,300,000円 達成率57％ 

 

稲掛 英男 

・今日のクラブ討論会、髙橋委員長 

 よろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・谷口さん 

 先日はおもしろかったですね。 

髙橋 英明 ・本日 よろしくお願いします。 

BOXへ 児嶋 雄二、田中  守、鎌野 孝和 

王   杲 ・寒くなりましたね。 

太田 勝彦 ・がんばって出席します。 

中川 俊夫 ・早退おわび。 

安田  勝 ・世界の平和と安定の為に。 

【 】 小計 13,000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53％ 

山本 拓生 ・やっと初雪が降りましたネ。 

中川 俊夫 ・カゼをひかないように。 

吉田  修 ・急に厳冬になりましたね。 

 

 

稲掛 英男 

・一昨日インフルエンザの患者さんが 

 来られました。寒くなったので皆さん 

 御注意を。 

 

谷口 泰義 

・夫人誕生日お祝の花 

 有難うございました。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、千田  適 

国際ロータリー2016-17年度 

会長テーマおよびロゴのお知らせ 

 

「人類に奉仕する 

  ロータリー」 

 
国際ロータリー 

2016-17年度会長 

ジョン・ジャーム氏 



●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) 

社）京都府サッカー協会 理事 和田りつ子様 

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～ 

「自己紹介」 

中国食文化研究所 所長 中西 純一様 

ＪＡＤＥ（ジェイド）様 

１月２９日(金) 

２月１日(月) 

18：30～ 

２月２日（火) 

２月３日(水) 

２月４日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

トヨタ自動車㈱製品企画本部 主幹 野正  斉様   

-休会- 

～前期クラブ・アッセンブリー～  

「Ｍｙ発酵食品を作ってみませんか」 

「出社しなくても良い会社」 

「RLIについて」 

クラブ創立５８周年記念例会「ロータリーの心」 

社会福祉士 京都造形芸術大学非常勤講師 

二科会会友 森田 実穂様 

「本格中国料理とは～食文化から見た中国と日本～」 

クラブ・デー 

「トヨタ自動車の夢」 

-新会員スピーチ-「 フィンテック(FinTech)の現状 」 

～６０・７０・８０年代 洋楽ミニライブ～ 

 -新会員スピーチ‐ 

「国際奉仕の話」 

「レーザーよもやま話」 

国際ロータリー元理事 千   玄室様 

 

地区広報・雑誌委員会委員長 中谷 裕二良様 

松本幸治会員、岡田悦治会員、秦  健二会員、北川貞大会員 

野球審判 中川 雅夫様 

学校法人 光産業創成大学院大学 教授 坪井 昭彦氏 

＊ビジター受付はありません。 

会員 清水 昌様 

-休会- 

－京都平安ＲＣとの合同例会－「アナウンサーの仕事と震災取材」 

「手に手つないで～ウェブでも実践」 

「芸術を媒介にした高齢者の自己実現」 

「マジックショー」 

クラブ管理フォーラム 

「いけばな～季節を感じて～」 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

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 

 

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 

地区RLI委員会 デスカッションリーダー 北尾 隆明様 

国際奉仕委員長 萩原 暢子会員 

ＫＢＳ京都 ｱﾅｳﾝｻｰ  

木村 寿伸様 

華道家 池坊 美佳様 

会員 大澤 裕太様 

「社会人野球うらおもて」 

「東日本大震災における災害派遣－22連隊144日間の活動－」 
自衛隊京都地方協力本部長  

國友 昭様 

木村 隼様 

 

角元  敬治様 

「未定」 

マジシャン マイルド山本様 


