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 ２０１６年３月３日（木）  第１２５５回例会  Vol.３１ 

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した。 

 山本次年度幹事が出席されました。 

２．２月２８日（日）第９回桂川流域クリーン大作

 戦が行われました。 

 上原会員と德田会員が参加されました。 

３．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催い

 たします。 

例会プログラム 

第３回炉辺会合３班の報告 
 

 開催日時 ２月２０日(土曜日) 午後６時 

 開催日程 京・祇園 『十二段家 本店』 

 出席者 瀬田保二、児嶋雄二、末永 寛、 

  德田正彦、上原従正 

 

 今回のテーマは「会員増強と台湾三重ＲＣ・札幌

真駒内ＲＣ合同例会について」。児嶋国際奉仕委員

長の報告では、台湾三重ＲＣからはガバナーも特別

参加で総勢４０名になりそうで、京都，札幌からの

参加も多人数となり一大イベントになる予想だとの

ことである。会員増強については若手会員に同世代

の入会勧誘に努力を期待したい。 

しゃぶしゃぶと美酒をいただきながら会話は政治・

経済におよび楽しい時間を過ごし、記念写真を撮る

のを忘れました。 

（報告：上原従正） 

 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 ３月１５日（火）京都洛南ＲＣ 

 ３月２３日（水）京都朱雀ＲＣ 

 ３月２４日（木）京都西山ＲＣ 

 ３月２９日（火）京都東山ＲＣ 

 ３月３１日（木）京都モーニングＲＣ 

  以上、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３０日（水）京都北東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。 

 

 

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 

スピーチ                                       13:00 

 -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 
  

閉会点鐘       13:30 

クラブ・デー 

 第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 

上山社会奉仕委員長 林会員 

R財団メジャードナー認証 

出射会員と稲掛会長 

２月会員誕生日お祝い 

瀬田会員と稲掛会長 

第９回桂川流域クリーン大作戦の報告 

 

目 的 南丹市園部から三川合流点の八幡市・島本

町に及ぶ桂川流域の地域住民や各種団体、 

企業、桂川を愛する人々、行政が、連携して

流域全体で一斉に清掃活動を行うことにより,

ごみのない「きれいな桂川」の実現とこうし

た活動を通じて「ごみの持ち帰り運動」へ発

展させ、「きれいな桂川」を育て、守ってい

くことを目的とする。 

日 時 2016年2月28日(日曜日)  

  午前9時00分～11時00分 

参加者 德田正彦、上原従正 

行 程 地域、職域、スポーツ団体など１２団体が

参加し、出発式並びに実施要項、注意事項の

説明の後、各分担の清掃場所で清掃活動を

行った。       （報告 上原従正） 



 

 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  64,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 107％ 

BOXへ 稲掛 英男 

 

吉田  修 

・きょうは、クラブ・フォーラム 

 よろしくお願いします。 

万殿 慎二 ・上山さんのスピーチ楽しみです。 

 

山本 拓生 

・中学ラグビー新人戦 

 次男が見事優勝しました。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、稲掛 英男 

【 】 小計 22,000円 今年度累計 402,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率60％ 

【 】  小計 4,000円 今年度累計 180,000円 
目標額 400,000円 達成率 45％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

次回例会 ３月１０日（木） 

「市民を守る『新・消防指令システム』」 
 

    西京消防署 署長 梅垣 浩久様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月２５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２２名（７名）８１.48％ 

ご来客１名 

２月４日例会のMake-up後の出席率 ８８．４６％ 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

森  正廣 ・食あたりで苦しんでいました。 

千田  適 ・合同例会欠席のお詫び。 

【ニコニコ箱】 小計 24,000円  今年度累計 836,000円 
目標額 1,300,000円 達成率64％ 

 

稲掛 英男 

・今日は社会奉仕、国際奉仕のクラブ 

 討論会です。よろしくお願いします。 

吉田  修 ・先週の合同例会ごくろうさまでした。 

林  良訓 ・ピンチヒッターでがんばります。 

 

德田 正彦 

・上原先生、先日の炉辺大変お世話様

 でした。 

出射 靖生 ・上山Ｄｒ足はだいじょうぶですか。 

上山 泰弘 ・今年もよろしくお願いします。 

中川 俊夫 ・自祝 

上山 泰弘 ・今年もよろしくお願いします。 

 

千田  適 

・寒い日が続きます。 

 お体大切に。 

安田  勝 ・台湾の地震お見舞い。 

出射 靖生 ・本日は晴天なり。 

【 】 小計 23,000円 今年度累計 451,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 63％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、鎌野 孝和 

上原 従正、田中  守、万殿 慎二 

◆地区内行事 

 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～ 

 ４月 ２日（土） 地区大会  

 会長・幹事・地区委員会議 13：30～ 

 RI会長代理ご夫人歓迎晩餐会 17：00～ 

 ４月 ３日（日） 新会員セミナー  10：00～ 

 青少年フォーラム 10：00～ 

 本会議   12：45～ 

 大懇親会   16：45～ 
◆クラブ内行事 

 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） 

京都中ＲＣ 

創立２５周年記念例会・祝宴のご案内 

 
 

日 時： ２０１６年４月１６日（土）  

  受  付 １４:３０～ 

呈茶席（14：30-15：15） 

  記念例会 １５:３０～ 

  記念講演 １７:００～１７:４５ 

  記念祝宴 １８:００～２０:３０ 
 

場 所   京都ホテルオークラ 
 

登録料： １５，０００円 

内山 正元 ・早く暖かくなってほしい。 

谷口 泰義 ・孫が京都マラソン出場しました。 

上山 泰弘 ・今年もよろしくお願いします。 



●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) 

絵師 木村 英樹様 

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～ 

＜新入会員歓迎会の為、例会変更＞ 

京都造形芸術大学通信制大学院非常勤講師 橋本 素子様 

 

３月４日(金) 

３月７日(月) 

18：30～ 

３月８日（火) 

３月９日(水) 

３月１０日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

あまのとしかず・ヴァイオリン工房 天野 年員様 

「 京都東ロータリークラブ会員の環境への取り組みについて 」 

「京都市内における火災の発生状況について」 

「香木ビジネスの変遷」 

例会場所変更。相撲場見学 

「～会社をつぶさない心と資産を次世代へ～事業継承という考え方」 

「観光立国と地方創生日本を元気に」 

京都華頂大学 現代家政学部 

教授 川島 智生様 

「宇治茶の歴史」 

クラブ・フォーラム（クラブ管理運営） 

「手工バイオリンができるまで」 

「東日本大震災とロータリー」  

クラブデー 

「ＥＶベンチャーによる自動車産業への参入」 

「声で変わる印象のよさと話のわかりやすさ」 

-アクト週間スピーチ-「京都北RACの紹介とアクト活動について」 

公益財団法人大阪観光局長 溝畑   宏様 

クラブ管理運営委員長 木村 安輝様 

神山交響楽団 増田明日香様 山口晴菜様 関 野々花様 

GLM株式会社 代表取締役 小間 裕康様 

 

2015-16年度京都北RAC会長  

八木 祥行様 

会員 米田庄太郎様 

㈱山田松香木店 代表取締役 京都紫野RC会員 山田 英夫様 

「人を裁くということ」 

「病気と介護」 

「弦楽器アンサンブル」 

「京都の近代建築-市庁舎などの公共建築の歴史-」 

「RLIについて」 

「未定」 

脇  巖会員 

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 

京都市下京消防署予防課長 文字  勤様 

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 

行政書士 岩本昌信事務所  

所長 岩本 昌信様 

京都ノートルダム女子大学  

人間文化学部講師 平野 美保様 

会員 國枝 恒治様 

 

 

クラブデー 

「データーで見る京都市の保健福祉」 
京都市保健福祉局保健福祉部  

保健福祉総務課 課長 原田 孝始様 

＊ビジター受付はありません。 

地区RLI委員会副委員長 岡村建築設計事務所所長  

水口RC会員 岡村 俊男様 

「ロックと壁画」 

㈱ゑり善  代表取締役 2011-12京都R.C.幹事 亀井 邦彦様  

「我々日本人の長寿の秘密」 ラジオ・パーソナリティ 佐藤 弘樹様 


