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 ２０１６年２月２５日（木）  第１２５４回例会  Vol.３０ 

１．２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。 

２．２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。 

３．２月２８日（日）第９回桂川流域クリーン大

 作戦が行われます。本日例会場において出欠を

 確認しております。ご参加よろしくお願いいたし

 ます。 

４．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開催い

 たします。 

例会プログラム 
 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 ３月 １日（火）京都西南ＲＣ 

 ３月２４日（木）京都西山ＲＣ 

 ３月３１日（木）京都モーニングＲＣ 

   ビジター受付は平常通り行われます。 

 ３月 ４日（金）京都紫竹ＲＣ 

 ３月２３日（水）京都西北ＲＣ 

 ３月３１日（木）京都北ＲＣ、京都さくらＲＣ 

   以上、ビジター受付はありません。 

 

   

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２８日（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 
 
 
 

 

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７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 
 

閉会点鐘       13:30 

 

会員誕生日お祝い  ２月おめでとうございます 

  ２日 瀬田 保二会員     ７日 稲掛 英男会員 

   ２３日 近藤永太郎会員  
  

夫人誕生日お祝い 

  １日 瀬田 保二会員夫人 和子様 

   １２日 上山 泰弘会員夫人 美絵様 

   １７日 林  良訓会員夫人  敦子様 

 ２８日 一口   茂樹会員夫人  かおり様 
 

結婚記念日お祝い 

   ７日 内田 勝彦会員 ９日 谷口 泰義会員 

   １２日 一口 茂樹会員      １５日 山田 芳弘会員 
 

創業記念日お祝い 

 １日 万殿 慎二会員  (有)万殿建設 

   １日 中川 俊夫会員 ㈱中川商会 

  １日 藤井文治郎会員 糸屋ホテル 

 １９日 吉田  修会員 吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 

京都西南ＲＣ 

  懸野 直樹会長 

京都桂川ＲＣ 

 稲掛 英男会長 

京都西南ＲＣ・京都桂川ＲＣ 

合同例会 



 

◆地区内行事 

 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  
◆クラブ内行事 

 ２月２８日（日） 第９回桂川流域クリーン大作戦 

 ４月１０日（日） 障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

 いちご狩り・伊賀の里ﾓｸﾓｸ手作りﾌｧｰﾑ 

 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  63,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 105％ 

BOXへ 稲掛 英男 

【 】  小計 8,000円 今年度累計 176,000円 
目標額 400,000円 達成率 44％ 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

 

上原 従正 

・京都西南ＲＣとの合同例会よろしく 

 お願いします。 

吉田  修 ・今西さん、お世話をおかけしました。 

安田  勝 ・親クラブとの合同例会によせて。 

 

稲掛 英男 

・遅まきのインフルエンザが流行って 

 います。皆さん注意を。 

BOXへ 鎌野 孝和 

吉田  修 ・ノムルンさん元気ですか 

稲掛 英男 ・ノムルンさんようこそ。 

【 】 小計 7,000円 今年度累計 380,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率57％ 

【 】 小計 5,000円 今年度累計 428,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 59％ 

藤井文治郎 ・合同例会を楽しみに。 

稲掛 英男 ・インターアクトクラブ発展のために。 

 

山本 拓生 

・以前スピーチしてくれた北神さんが 

 繰り上げ当選です。 

次回例会 ３月３日（木） 

-会員スピーチ- 

「釜石の被災地相談に参加して 」 

          山本 拓生会員 

◇出席率報告◇ ∸京都西南ＲＣとの合同例会- 

出席率報告『２月１８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２５名（６名）９６．１５％ 

西南ＲＣ出席者 ３１名、ご来客１名 

１月２８日例会のMake-up後の出席率 ９６．１５％ 

 

一口 茂樹 

・西南ロータリークラブの皆様 

 よろしくお願いします。 

 

末永  寛 

・西南ＲＣの皆様 

 いつもお世話になります。 

【ニコニコ箱】 小計 26,000円  今年度累計 812,000円 
目標額 1,300,000円 達成率62％ 

 

稲掛 英男 

・西南ロータリーの皆さん 

 お世話になりありがとうございます。 

 

吉田  修 

・西南のみなさん、２７年間見守って 

 いただ きありがとうございます。 

 

万殿 慎二 

・西南ロータリークラブとの合同例会 

 楽しみです。 

 

山本 拓生 

・西南ロータリーさんとの合同例会 

 楽しみに。 

出射 靖生 ・合同例会を祝って。 

BOXへ 上山 泰弘 

内山 正元 ・久しぶりの合同例会です。 

 

谷口 泰義 

・西南さんとの合同例会 

 お世話になります。 

 

 

鎌野 孝和 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 お久しぶりです。 

 今後共よろしくお願いいたします。 

児嶋 雄二 ・久しぶりの合同例会。 

瀬田 保二 ・西南の皆様よろしく。 

森  正廣  ・母の七回忌終えました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

太田 勝彦 ・がんばります。 

出射 靖生 ・南台湾災害御見舞。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 鎌野会員夫人幸子様が東京において個展を 

開催されます。 

 

２月２９日～３月５日 

文藝春秋画廊 
東京都中央区銀座5-5-12 

１１:００-１８:００ 

（最終日は17：00迄） 
回帰舟  

内なる海へ 



●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) 

坂根 良枝会員 

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～ 

「未定」 

伝統工芸「京和傘」日吉屋  

五代目当主 西堀耕太郎様 

元読売巨人軍 川中 基嗣様 

２月２６日(金) 

２月２９日(月) 

18：30～ 

３月１日（火) 

３月２日(水) 

３月３日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

洛中桐田奨学生 京都大学大学院 工学研究科  

都市社会工学専攻 ルアムポンパッタナ・ウィニジ君 

「京町家の知恵」 

「最近の金融経済情勢」 

「海外生活からの体験談」  

「クラブ・フォーラム 25周年に向けて④」 

「仕事を通して成長すること」 

「府民だよりについて」 

RI2650地区 国際奉仕委員会 委員長 浦島 睦様 

「伝統は革新の連続『和傘の技術を世界へ』」  

クラブ・デー 

「京都での学生生活」 

-新会員スピーチ-「谷ばかりの３０年」 

「野球観と球界の裏話」について」 

「知られざる漫画家の世界」 漫画家 松本美緒様 

「家庭集会のまとめ」 

「RLIについて」  

京都府知事直轄広報センター担当課長 山本 哲也様 

 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 営業支配人 会員 北脇 邦彦様 

新会員スピーチ-「仕事と家族」 松本幸治様 

國生 壽会員 

RI2650地区ＲＬＩ委員地区ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ京都東山RC会員 岩橋 忠昭様 

京まちや平安宮 代表 山中恵美子様 

元メキシコパナソニック社長  土岐 芳久様 

「アジアの経済を読む」 

「京都の日本酒の文化と歴史 」 

「京都におけるインバウンドの現状」 

「国際奉仕委員会 活動報告」 

「私の仕事と環境」新会員 村上修司様 「創立３０周年に向けて」創立３０周年準備委員会 委員長 細見岩男様 

-休会- 

「平成二八年丙申歳を占う 」 

ホライズン（株）代表取締役 上中 康司会員 

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 

日本銀行京都支店長 大川 昌男様 

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 

平安女学院中学校高等学校 英語科教論 和氣 依子様 

ロータリー情報委員長 梶野  興三様 

佐々木酒造株式会社 代表取締役 佐々木  晃様 

高島易断鑑定所 寿周会主宰  高島 寿周様 

 

「職業奉仕卓話」 

第２回クラブフォーラム「記念事業を振り返って」  

木村  隼様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

∸会員スピーチ-「祇園の片隅で Part2」 

元田  禎様   


