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 ２０１６年３月１０日（木）  第１２５６回例会  Vol.３２ 

１．３月１２-１３日、福井県において会長エレクト

 研修セミナーが行われます。中川会長エレクトが

 出席されます。 

梅垣 浩久（うめがき ひろひさ）様 
 

 生まれ 

  昭和３５年１０月  京都市北区に生まれる 
 

 学歴 

  京都産業大学 法学部 
 

 採用等年月日 

  昭和５７年１０月 京都市消防局に採用，消防学校 

入校 

  平成２７年 ４月 西京消防署長 

例会プログラム 

第３回炉辺会合１班の報告 
 

２月２７日ｐｍ６：００より祇園（桃庭）にて開催

いたしました。林会員が所用のため急遽欠席とな

り、５名での開催となりました。 

主題の合同例会については、すでに計画がほぼ確定

しているので、有意義に、且つ無事に終わるよう 

協力することを確認いたしました。 

後は、美味しい料理とお酒（下戸が差し入れた珍品

の紹興酒）を含め、楽しく、年齢相応の豊富な経験

にもとづいた広範囲の話題尽きることなく（いい勉

強になりました）気がつけば３時間の席となりまし

た。 

メンバーの皆さんのご協力に感謝。 
 

メンバーは、以下の皆さんです。 

内山 千田 上山 鎌野 林 松尾の６会員 

（リーダー 松尾義平） 

 

第３回炉辺会合５班の報告 
 

 ２月２６日金曜日、吉祥院の「まったく」という

お店で炉辺を開催しました。メンバーは、藤井さん、

森さん、一口さん、万殿さんと山本の５名です。 

 リクエストしておいた金目鯛をメインにおいしく

頂きました。 

 テーマは会員増強と６月の合同例会についてでし

たが、札幌の話しが温泉の話しに発展してしまい、

結局いつもの楽しい飲み会になっていました。 
 

へんぴな場所

の設定でした

が、皆さん 

快くご参加 

頂きありがと

うございまし

た。 

       

 

 

（リーダー 山本拓生） 
 

 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 ３月１４日（月）京都平安ＲＣ 

 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 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ３月２３日（水）京都西北ＲＣ 

  ビジター受付はありません。 

  

 

 
 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「ふるさと」 

  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 

「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 

閉会点鐘       13:30 

 

-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 

米山奨学生 

ノムルンさんと稲掛会長 

 



 

日 時 2016 年３月３日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、中川、千田、吉田、田中、出射、髙橋 

      内田、児嶋、太田、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．第８回ｸﾗﾌﾞ討論会（広報・IT・雑誌・会報）3/17（木） 

４．地区大会について    4/3（日） 

５．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） 

６．第５回クラブ協議会について（地区大会報告） 

      4/21（木）

７．RYLA受講生について       5/20~22（金-日）

８．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） 

９．青少年交換について 

10．春の家族会について 

11．その他 ・センチュリーホテル改修工事の件 

日 時 2016 年３月３日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 中川、内田、稲掛、山本、田中、王、内山 

    末永、髙橋、万殿、児嶋、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．週報について 

４．ホームページ更新について 

５．その他 

今日の歌   

「ふるさと」 
 

高野辰之作詞  岡野貞一作曲 
  

うさぎ追いし  かの山 

こぶな釣りし  かの川 

夢は今も  めぐりて 

忘れがたき  ふるさと 

 

 

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＆バーベキュー 
 

日 時： ２０１６年４月１０日（日） 

午前８時４５分集合 西京区役所 立体駐車場前 

午前９時０５分集合 境谷大橋 南西側 

  ↓ 

午後５時００分ごろ到着予定 

 

場 所： 滋賀県 いちご園フェリーチェ 

           伊賀の里モクモク手づくりファーム 

参加費： ４，０００円  

 

    多数のご参加お願いいたします！ 

 
京都さくらＲＣ 

創立１０周年記念例会・祝宴のご案内 

 
 

日 時： ２０１６年５月１１日（水）  

  受  付 １６:００～ 

  記念例会 １７:００～ 

  記念祝宴 １８:００～ 
 

場 所   ＡＮＡクラウンプラザＨ京都 
 

登録料： １５，０００円 

登録〆切：４月９日（土） 

会員各位のご参加よろしくお願いたします。 

第３回炉辺会合２班の報告 

 

メンバー 安田 稲掛 谷口 田中 髙橋各会員 

 ２月２８日 日曜日 美濃吉（四条烏丸店）にて

５名にて炉辺会を行いました。まず、その日は西北

ロータリー４０周年記念事業（ＫＢＳホール）に 

当クラブから谷口会員と森会員が出席されました。

「日本の食文化を知る」と言うテーマのパネルディ

スカッションで、５０年後に日本の人口が減少した

時の食文化がどの様になっているか等、興味深い 

お話をお二人から聞かせていただきました。 

 ６月の合同例会には多数の会員とご家族の方々も

参加して頂ける事から例会の翌日の予定の事など

色々と意見が出ておりました。楽しい合同例会に 

なることを皆様、期待されている様子でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（リーダー 髙橋英明） 



 

【 】   小計 3,000円 今年度累計  67,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 112％ 

次回例会 ３月１７日（木） 

クラブ・デー 
 

第８回クラブ討論会 

（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２２名（５名）８８．０％ 

ご来客１名 

２月１８日例会のMake-up後の出席率 ９６．１５％ 

中川 俊夫 ・山本次年度幹事の話を楽しみに。 

髙橋 英明 ・山本さんのスピーチ楽しみに。 

【ニコニコ箱】 小計 42,000円  今年度累計 878,000円 
目標額 1,300,000円 達成率68％ 

稲掛 英男 ・山本拓生会員のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・山本さんのスピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・山本さんのスピーチ楽しみに。 

太田 勝彦 ・がんばります。 

 

藤井文治郎 

・山本さん、先日はありがとうございま

 した。 

 

松尾 義平 

・炉辺会議に参加の皆様、有難う御座い

 ました。 

中川 俊夫 ・自祝 

◆地区内行事 

 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） 

万殿 慎二 ・山本さんのスピーチ楽しみです。 

田中  守 ・山本さんのスピーチ楽しみです。 

松尾 義平 ・山本会員スピーチ楽しみです。 

BOXへ 内田 勝彦 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 420,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率63％ 

 

 

 

稲掛 英男 

・谷口さん、森さん 

 西北ロータリーの４０周年での 

 「日本の食文化を知る」会に出席して 

 頂いて、ありがとうございました。 

 

 

吉田  修 

・上原先生、德田さん 先日の桂川 

 クリーン大作戦では、ごくろうさま 

 でした。 

 

千田  適 

・松尾さん、炉辺集会お世話になりまし 

 た。楽しい時間を過ごせました。 

 

田中  守 

・髙橋さん 楽しい炉辺ありがとう 

 ございました。 

 

児嶋 雄二 

・台湾三重中央ＲＣの皆さん 

 お世話になりました。 

谷口 泰義 ・春が近くになりましたね。 

 

德田 正彦 

・今月は３月に入り暖かい日になりま 

 したね。 

内田 勝彦 ・カゼひきました。 

上原 従正 ・ノムルンさんお元気ですか。 

万殿 慎二 ・ノムルンさんようこそ。 

内田 勝彦 ・ノムルンさんいらっしゃい。 

【 】 小計 29,000円 今年度累計 480,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 67％ 

BOXへ 松尾 義平、德田 正彦、末永  寛 

田中  守 

吉田  修 ・ノムルンさん元気ですかー。 

稲掛 英男 ・ノムルンさんいらっしゃい。 

内山 正元 ・花粉に悩まされる季節となりました。 

【 】  小計 18,000円 今年度累計 198,000円 
目標額 400,000円 達成率 50％ 

BOXへ 松尾 義平、吉田  修 

 

 

稲掛 英男 

・德田さん、上原さん 

 桂川流域クリーン大作戦の出席 

 ありがとうございました。 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って。 

内田 勝彦 ・未来のボランティアリーダーへ。 

稲掛 英男 ・髙橋さん、炉辺会合ではお世話になり 

 ありがとうございました。 

 

山本 拓生 

・本日は下手なスピーチをさせてもらい 

 ますが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) 

日本銀行京都支店 支店長 京都RC会員 大川 昌男様 

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～ 

「財団セミナー報告」 

小丸屋住井 10代目小丸屋善太郎 舞扇子ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 住井 啓子様 

ボーカル  たなべようこ様 ピアノ 角田 浩様 

３月１１日(金) 

３月１４日(月) 

18：30～ 

３月１５日（火) 

３月１６日(水) 

３月１７日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

同志社女子大学 名誉教授 朧谷 壽様 

「十三まいりについて 」 

「京都三山の森の危機」 

「走る人・応援する人・支える人・みんなが主役の京都マラソン」  

「日本の軍用ライフル」  

「貯蓄のすすめ」 

「ミャンマーの水と衛生」 

会員 谷  淳司様 

「老舗の重みと感謝」 

「粋を通して江戸に学ぶ」 

「内裏と京都御所」 

「アクト活動を通して」 

「アフタヌーンコンサート」 

「おこしやす、京都水族館」京都水族館 館長 下村 実様 

～Ｆ＆Ｆデイ～「音楽例会」 

｢天神信仰とハーバード大学｣ 

会員  石田 公和様 

公益法人 日本小唄連盟関西支部 唄 白扇小伊寿様  

三味線 白扇夕樹夫様 

 

新会員スピーチ「未定」 

会員 南出 卓哉様 

会員 田辺 親男様 

法輪寺住職 京都南R.C.会員 藤本 高仝様 

京都市文化市民局 京都マラソン  

担当部長 西原 敏彦様 

「クラブ・デー」 

「創立４０周年記念式典に向けて」 

「クラブデー」 

会員スピーチ「知っているようで知らないマイナンバー」 

「日本におけるインバウンドの取組みについて」 

「京都伏見ＲＣとの合同例会の為、１８日（金）に臨時変更」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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 

京都ﾓﾃﾞﾙﾌｫﾚｽﾄ協会副理事長 京都府立大学副学長 田中和博様 

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 

コスパ長岡京 支配人 小橋 一貴様 

ピアニスト 黒 川 春 香様 

創立４０周年記念実行委員長 石川  公三様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

「野菜の声を聴く」 

「未定」 京都土地屋敷調査士会 会長 山田 一博様 

プラスワン 橋本 敦之様 

㈱BERTRAND 代表取締役社長  
BERTRAND ＴＨＯＭＡＳ様 

「最近の金融経済情勢」 

京都ローターアクトクラブ会長 辻川 千絵様 

「表彰制度を上手に活かして企業経営を」 
武藤社会保険労務士事務所 代表  

日本表彰研究所 理事 武藤 崇様 


