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 ２０１６年２月４日（木）  第１２５２回例会  Vol.２８ 

１．本日例会終了後、現次年度合同理事役員会を

 開催いたします。 

２．１月３１日（日）京都つゆしゃぶCHIRIRIに

 おいて新年会が開催されました。 

３．１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、

稲掛会長、鎌野 

会員、髙橋会員、

王会員が出席され

ました。 

 

 

４．２月１１日（木）の例会は祝日の為、休会 

 です。 

５．２月１４日（日）桂川流域において「第９回 

 桂川流域クリーン大作戦」が行われます。 

６．２月１４日（日）ホテルグランヴィア京都にお

 いて第２回社会奉仕委員長会議が開催されます。 

 上山社会奉仕委員長が出席されます。 

７．２月１８日（木）は京都西南ＲＣとの合同例会

 です。 

 

山田 恵子（やまだ えみこ）様 
 

生まれも育ちも嫁ぎ先も京都の伏見。 

大学卒業後は、養護学校、小学校の育成学級にて７年間

教員生活を経て、出産と同時に退職。 

現在は、京都をこよなく愛するわんぱく三人坊主を持つ

ママさんヒーラー。 

京都伏見で「シンギングボウル・ヒーリングサロン  

京一倫」主宰。サロンにて、シンギングボウルセッショ

ン、またシンギングボウルヒーラー、靈気ヒーラー、 

アロマヒーラーを育成するスクールを開催。 

 また、その傍ら、寺社仏閣にて、シンギングボウル 

奉納演奏活動を行う。イベントでの演奏、ヨガや他楽器

とのコラボにも精力的に活動する。 

 音という光と通して、波動を高めその方の五感の扉を

開き「本来の自分の生き方、在り方」を見つめるお手伝

いを使命と感じて活動している。 

 

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」 

  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                                       

  「シンギングボウル演奏」  13:00 
 

 シンギングボウル・ヒーリングサロン京一倫    

      主宰   山田 恵子様 
   

閉会点鐘       13:30 

 

◇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。 

 ２月１２日（金）京都洛西ＲＣ 

 ２月１５日（月）京都平安ＲＣ 

 ２月１９日（金）京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

  

 「歳男放談」 

  王     杲会員         谷口 泰義会員 

   

第９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 ２月１４日（日）雨天→２/２８（日） 
 ＊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 
 
出席予定者 稲掛、鎌野、德田、 
  上原、吉田の各会員 
 
 

 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ２月１８日（木） 

 

‐京都西南ＲＣとの合同例会‐ 

◆地区内行事 

 ２月１４日（日）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 

 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 1,000円 今年度累計  61,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 101％ 

BOXへ 稲掛 英男 

【 】  小計 7,000円 今年度累計 157,000円 
目標額 400,000円 達成率 39％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月２８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２４名（６名）９２．３１％ 

ご来客０名 

１月１４日例会のMake-up後の出席率 ９２．５９％ 

BOXへ 千田  適、田中  守 

 

 

瀬田 保二 

・谷口様、王様のお話しを楽しみに。 

 京都書画印展にお運びいただき 

 ありがとうございます。 

谷口 泰義 ・駄弁です、かんにんして下さい。 

 

 

吉田  修 

・一口さん 

 ２月１８日西南ＲＣとの合同例会の 

 ことではお世話をおかけします。 

【ニコニコ箱】 小計 17,000円  今年度累計 751,000円 
目標額 1,300,000円 達成率58％ 

 

稲掛 英男 

・王 杲さん、谷口 泰義さんのスピーチ 

 楽しみに。 

児嶋 雄二 ・谷口さん、王さんのスピーチ楽しみに！ 

田中  守 ・王さんのスピーチ楽しみです。 

 

出射 靖生 

・台湾の今回の異常な寒さによる被害 

 御見舞い。 

森  正廣 ・二見ヶ浦から池の浦ハイキング 

 

 

千田  適 

・春節が近いせいでしょうか、中国人 

 観光客で一杯です。お金を一杯落とし 

 て帰って下さい。 

太田 勝彦 ・がんばってます。 

BOXへ 末永  寛、中川 俊夫 

吉田  修 ・王さん、谷口さんのお話、楽しみに。 

万殿 慎二 ・谷口さんのスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・谷口、王会員のスピーチ楽しみに。 

 

千田  適 

・谷口さん、王さん 

 年男放談楽しみです。 

BOXへ 上原 従正、田中  守 

 

稲掛 英男 

・鎌野先生、安田先生 

 先日はありがとうございました。 

 

 

内山 正元 

・鎌野会員おすすめの映画をみてきまし 

 た。ブリッジ・オブ・スパイズ良かった

 です。 

末永  寛 ・王さん、谷口さんのお話し楽しみに。 

万殿 慎二 ・王さんのスピーチ楽しみです。 

 

稲掛 英男 

・林さん、末永さん 賛西会出席 

 ありがとうございました。 

 

 

吉田  修 

・末永さん 先日は代役をお願いした 

 ところ快くお引き受けいただきあり 

 がとうございました。 

森  正廣 ・歳男放談楽しみに。 

←マルチプル・ポール 

ハリスフェロー表彰 

 

万殿会員と稲掛会長 

 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 365,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率55％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 400,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 56％ 

安田  勝 ・クラブ発展のために。 

 

藤井文治郎 

・谷口さん、王さんのスピーチ 

 楽しみです。 



●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) 

 

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」 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

２月５日(金) 

２月８日(月) 

18：30～ 

２月９日（火) 

２月１０日(水) 

２月１１日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

会員 才門 俊文様 

「女性自衛官の現状と活躍 」 

「過去から未来への遺産｣ 

「京都会館からロームシアター京都へ」  

「追悼例会 故 猪野 愈会員を偲んで」 

「京大ＹＭＣＡに集う 医学生達の夢」 

新入会員スピーチ「未定」 

会員 糟野 雅治様   太田 智之様 

「創立40周年記念事業アピール」 

「Ｉ.Ｈ連続６５年出場の軌跡」 

「数寄屋とは」 

「地球市民育成の課題-平和センター・ラーニングセンターの課題-」 

京都洛南ロータリークラブとの合同夜間例会 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

会員 髙橋 晴男様 

東山高校卓球部 監督 宮木 操様 

公益財団法人京都府視覚障害者協会  

事務局長 佐藤 嘉修様 

 

 

 

陸上自衛隊 中部方面後方支援隊中部方面輸送隊長 

 一等陸佐 寺井 優子様 

ロームシアター京都 支配人兼 

エグゼクティブディレクター 蔭山 陽太様 

「鏡づくりの山本家と青銅鏡の歴史」 

「海の京都、森の京都、お茶の京都」 

「視覚障害者の社会的なハンディについて」 

「入会雑感」 

-祝日休会- 

「お出しのおはなし」 

「やさしいオペラを、ピアノと歌のバランス」 

㈱山本合金製作所 会長 山本 富士夫様 

 

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 

櫻木 稔彰会員 

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 

梅山  猛会員 

 

京都府文化スポーツ部 文教課 課長 中越  豊様 

オペラシンガー 田中 美央様  

ピアニスト＆ヴォーカル 渡辺 史公様 

 

-祝日休会- 

-祝日休会-  

 

畑かく店主 京都紫竹ＲＣ会員 新造 一夫様 

筑波大学 名誉教授   

村田  翼夫様 

-祝日休会- 

 


