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 ２０１６年２月１８日（木）  第１２５３回例会  Vol.２９ 

１．本日は京都西南ロータリークラブとの合同例会

 です。 

２．２月１４日（日）の「第９回桂川流域クリーン 

 大作戦」は雨のため中止となりました。  

 よって、２月２８日（日）に延期して実施される

 ことになっています。 

３．２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、 

 上山社会奉仕委員長が出席されました。 

４．２月２７日（土）京都JA会館において、ロータ

 リー財団補助金管理セミナーが開催されます。 

 山本次年度幹事、王会員が出席されます。 

５．２月２７日（土）京都商工会議所において９７

 クラブ会員増強会議が開催されます。林副会長が

 出席されます。 

日 時 2016 年２月４日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、林、中川、千田、吉田、森、出射、 

    髙橋、内田、児嶋、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９回桂川流域クリーン大作戦について 2/14（日） 

５．京都西南ＲＣとの合同例会について 2/18（木） 

６．第７回ｸﾗﾌﾞ討論会について 

  （社会奉仕・国際奉仕）  2/25（木） 

７．第８回ｸﾗﾌﾞ討論会（広報・IT・雑誌・会報） 3/17 （木） 

８．地区大会について 

９．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） 

10．RYLA受講生について       5/20~22（金-日） 

11．青少年交換について 

12．その他  ・障害のある人と家族のための 

レクリェーションについて4/10（日） 

例会プログラム 

 

◇第２回 社会奉仕委員長会議報告 
 

 ２月１４日（日）ホテルグランヴィア京都にて 

１２時半～１５時半まで開催されました会議に出席

いたしました。 

報告は２月２５日のクラブ討論会にて報告させてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。 
                           

報告：上山社会奉仕委員長 

「シンギングボウル演奏」 

   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 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「早春賦」 

  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 

    京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 懸野 直樹会長 

    京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 稲掛 英男会長             

閉会点鐘       13:30 

 京都西南ロータリークラブとの合同例会 

日 時 2016 年２月４日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 中川、内田、林、稲掛、山本、王、瀬田 

    内山、万殿、児嶋、森、千田の各会員 
 

 議 事 

１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 

２．年間行事予定について 

３．財団地区補助金申請について 

４．2016-17年度京都市内24ＲＣ共同事業の提案について 

５．2016-17年度地区委員会委員の推薦について 

６．その他 

 

◇例会日時臨時変更のお知らせ 

 ２月２３日（火）京都東山ＲＣ 

   ビジター受付は平常通り行われます。 

  ２月１９日（金）京都紫竹ＲＣ 

  ２月２４日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

   以上、ビジター受付はありません。 

  

 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

会員名 職業分類 勤務先    役職 

大森 英彦   名誉会員 大森会計事務所 所長 

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 

林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

一口 茂樹 化粧品小売 みきや化粧品店 代表 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長 

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

松尾 義平 生花市場 ㈱京都市花き総合流通センター 代表取締役 

森    正廣 証券業 六和証券㈱ 取締役副社長 

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役 

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

安田  勝 内科医 安田医院 院長 

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

 

京都桂川ロータリークラブ会員名簿 

（敬称略） 

会員３０名（名誉会員１名含む） 



 

◇６月例会変更のお知らせ◇ 
 

２月度定例理事役員会において６月１８日（土）の３クラブ合同例会に伴い、６月の例会を次の 

ように変更することになりました。 

＜変更内容＞ 

６月 ９日  通常例会 

６月１６日  ３クラブ合同例会の為、１８日（土）に例会日時変更 

６月２３日  休会 

６月３０日  クラブ・デー 

 第６回クラブ協議会  次年度第１回クラブ協議会 

 ＊例会時間延長 

     

 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

早春賦 

 吉丸一昌作詞 中田 章作曲 
 

 春は名のみの風の寒さや 

 谷の 鶯
うぐいす

  歌は思えど 

 時にあらずと  声も立てず 

 時にあらずと  声も立てず 

 

        新年会の報告 

 

  

    

 

平成２８年１月３１日日曜日、桂川ロータリー

クラブの新年会を開催しました。場所は、室町

丸太町上るの『chiriri(チリリ)』さんで、豚

シャブを頂きました。 

古い町家を改装した雰囲気の良いお店で、 

ヘルシーな豚シャブ以外にも美味しい一品も

たくさん並び、お腹いっぱいになりました。 

いつもの宴会スタイルも良いですが、顔を突

き合わせて和気あいあいの今回のスタイルも

楽しかったです。 

ノムルンさんも参加してくれ、賑やかなひと

時を過ごすことができました。 

今年1年、笑顔の絶えないクラブであります

ように！ 

  

 参加者：会員２１名、米山奨学生、他２名 

 

 

 

稲掛会長 千田直前会長 

 

 

 

 

報告：山本親睦副委員長 



 

◆地区内行事 

 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 

 ３月１２・１３日 会長エレクト研修セミナー 

    （土・日） 福井県 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ芳泉 

 ３月１２・１３日 派遣予定学生第４・５回研修会 

    （土・日） 長浜ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ  

 ３月２４日（木） 京都西北ＲＣ創立４０周年記念例会 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 15：00～ 
◆クラブ内行事 

 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 （於：北海道） 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  62,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 103％ 

BOXへ 万殿 慎二 

【 】  小計 11,000円 今年度累計 168,000円 
目標額 400,000円 達成率 42％ 

BOXへ 松尾 義平、吉田  修 

 

内山 正元 

・立春です。寒いですがあちこちで梅が 

 咲いています。 

安田  勝 ・山田様の演奏楽しみです。 

 

森  正廣 

・シンギングボウルとは？ 

 初対面です。 

【ニコニコ箱】 小計 35,000円  今年度累計 786,000円 
目標額 1,300,000円 達成率60％ 

京都洛西RC 

吉川 裕丈様 

・本日はお世話になります。 

稲掛 英男 ・山田恵子様の演奏楽しみに。 

藤井文治郎 ・山田恵子さんをお迎えして楽しみです。 

 

吉田  修 

・出射先生、先日の新年会ではお世話に 

 なりました。 

児嶋 雄二 ・札幌真駒内ＲＣに行って来ました。 

 

 

千田  適 

・今日は立春です。 

 まだ寒いですが、陽の光はだいぶ春ら

 しくなりました。 

 

出射 靖生 

・本日は立春、もう少し暖かくなって 

 ほしいですね。 

BOXへ 林  良訓、田中  守 

 

 

吉田  修 

・シンキングボウルの山田恵子さん 

 きょうは、初めて聞かせていただき 

 ます。 

 

稲掛 英男 

・王さん 職業奉仕講演会ではお世話に 

 なりありがとうございました。 

万殿 慎二 ・新年会 たいへん楽しかったです。 

BOXへ 松尾 義平、田中  守 

出射 靖生 ・山田様の演奏楽しみにしています。 

山本 拓生 ・山田様の演奏楽しみに。 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 373,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率56％ 

【 】 小計 23,000円 今年度累計 423,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 59％ 

 

王   杲 

・もうすぐ旧正です（２月８日） 

 おめでとう御座います。健康第一！ 

 

森  正廣 

・今日は「立春」です。 

 もうすぐ春ですネ。 

瀬田 保二 ・家内へのお花ありがとうございました。 

德田 正彦 ・本日早朝より嬉しい事が有りました。 

松尾 義平 ・２連休御免なさい。 

中川 俊夫 ・ドラッグはだめです。 

 

德田 正彦 

・今日は立春ですね。もう半月もすると 

 暖かくなりますね。 

 

稲掛 英男 

・１/３１の新年会 

 皆さまありがとうございました。 

 

谷口 泰義 

・新年会つゆしゃぶ 

 お美味しくたくさん飲みました。 

 

万殿 慎二 

・千田さん、先日はありがとうござい 

 ました。 

BOXへ 吉田  修、松尾 義平、上原 従正 

末永  寛、田中  守 

稲掛 英男 ・インターアクトクラブ発展のために。 

出射 靖生 ・インターアクトクラブ発展を願って。 

次回例会 ２月２５日（木） 

クラブ・デー 

第７回クラブ討論会 

（社会奉仕・国際奉仕） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２３名（６名）８８．４６％ 

ご来客２名 

１月２１日例会のMake-up後の出席率 ８８．４６％ 



●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) 

ロータリー情報委員会 太田 和夫委員長 

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～ 

＜親睦移動例会の為、例会変更＞ 

盆栽研究家・京都工芸繊維大博士課程 川崎 仁美様 

矢作 潤子様、久保 眞美様、棚橋 直美様 

２月１９日(金) 

２月２２日(月) 

18：30～ 

２月２３日（火) 

２月２４日(水) 

２月２５日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

㈱堀場製作所 代表取締役会長兼社長  

京都モーニングRC会員 堀場   厚様 

-ロータリー創立記念スピーチ-「 ロータリー創立記念日に因んで 」 

～国際奉仕クラブ・フォーラム～ 

「カンボジアミッション報告」 

２0日(土)に例会日変更、白川学園にてコンサート開催。 

「長岡京市第４次総合計画について」 

「“真の危機管理”と“管理危機”」 

ギタリスト 愛川 聡様  

「日本盆栽-小さな巨木」 

２１日（日）へ例会日時・場所臨時変更 

「海外でのものづくり 日本でのものづくり」 

-新会員スピーチ- 

～女性デュオ・ブリランテ コンサート～ 

-新会員スピーチｰ 

「乙訓消防組合の沿革」 

－故 小谷一之会員追悼例会-「故 小谷一之会員を偲んで」 

一般社団法人災害支援機構代表理事 西守 騎世将様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

地区国際奉仕委員会 副委員長 平城京ＲＣ会員 中窪 啓司様 

大宮 正会員、田邉 志門会員、杉本 勤会員、野口 佳男会員 

菓子司・末富  山口 富藏様 

会員 小宮山俊朗様、皐月 邦右様 

会員 木下  收様 

カンボジアミッション参加者 

「フェイル セーフの思想」 

「大競争時代の大学運営～府立医科大学と府立大学を中心として～」 

「未定」 

「ウィンター アフタヌーン ジャズ」 

「スーパーサーズデー」 

クラブデー 

「私のきた道、ゆく道 

～京都市会永年議員として４０年をふりかえる」 

（株）ザ・パレスサイドホテル 代表取締役社長 山本正道会員 

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 

 

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 

長岡京市長 中小路 健吾様 

乙訓消防組合 消防長 長谷川 幸晴様 

京都府公立大学法人 理事  

事務総長 中井 敏宏様 

元京都市会議員、会員 高橋泰一朗様 

＊ビジター受付はありません。 

「京菓子を楽しむ」 

フラワーサイコロジー「華道の社会貢献可能性」 
NPO法人フラワー・サイコロジー協会  

理事長 浜崎 英子様 

＊ビジター受付はありません。 

 

-クラブ研修例会‐「ロータリーとは」 

 

大角 安史様  渡邉 淳一様 


