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２０１６年３月１７日 



 ２０１６年３月１７日（木）  第１２５７回例会  Vol.３３ 

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した。中川会長エレクト

 が出席されました。 

例会プログラム 

 

 

 

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８回クラブ討論会 

（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 
 

閉会点鐘       13:30 

「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 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 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。 

 

 

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。 

 

会員誕生日お祝い   

  ４日 森       正廣会員 ２７日 安田 勝会員 
  

 

結婚記念日お祝い 

   ２日 田中 守会員 ５日 末永  寛会員 

   ３０日 近藤永太郎会員       
 

創業記念日お祝い 

  １日 一口茂樹会員  みきや化粧品 

  １日 上山泰弘会員 上山歯科診療所 

  ３日 安田 勝会員 安田医院 
 

３月おめでとうございます 



 

2016-17年度 地区研修・協議会 
 

 日 時  ４月１７日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 場 所  国立京都国際会館 

 出席義務者 

 会長、幹事、クラブ管理運営、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 職業奉仕、青少年奉仕、ロータリー財団、 

     米山奨学、会員増強・拡大、広報の各担当者 

09時30分～ 受付 

10時00分～ 全体会議・午前 

10時50分～ 分科会 

12時40分～ 昼食 

13時30分～ 全体会議・午後 

16時50分 終了 

 

次回例会 ３月２４日（木） 

「女性のライフスタイルの変化に伴う 

活躍推進とビジネスシーンでの 

       リラックス方法について」 
 

株式会社 Megami 取締役副社長 

      坂本 景依子様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月１０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３名 

２月２５日例会のMake-up後の出席率 ８５．１９％ 

出射 靖生 ・梅垣様のスピーチ楽しみに。 

德田 正彦 ・梅垣署長のスピーチ楽しみに。 

【ニコニコ箱】 小計 17,000円  今年度累計 895,000円 
目標額 1,300,000円 達成率69％ 

稲掛 英男 ・梅垣浩久様ごくろうさまです。 

千田  適 ・梅垣さんのスピーチ楽しみです。 

吉田  修 ・梅垣様ごくろうさまでございます。 

森  正廣 ・また誕生日が来ました。 

太田 勝彦 ・がんばります！ 

内山 正元 ・桜咲く春が待ちどおしいです。 

◆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～ 

  ４月１６日（土） 京都中ＲＣ創立２５周年記念例会並びに 

 祝宴 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ  

 14：30受付 15：30～ 
◆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） 

森  正廣 ・梅垣署長さんのスピーチ楽しみに。 

 

藤井文治郎 

・梅垣様、おいそがしい中、ありがとう 

 ございます。 

BOXへ 千田  適 

【 】 小計 7,000円 今年度累計 427,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率64％ 

 

万殿 慎二 

・ほろにが会では谷口さん、王さん 

 お世話になりました。 

 

 

稲掛 英男 

・インフルエンザ 

 まだまだ終息していません。 

 皆さんお気をつけて下さい。 

BOXへ 中川 俊夫、末永  寛、林  良訓 

 

谷口 泰義 

・西北４０周年記念に参加して勉強に 

 なりました。 

万殿 慎二 ・梅垣様のスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・又、寒くなりました。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 493,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 68％ 

安田  勝 ・中東に平和と安定を願って。 

BOXへ 千田  適、上原 従正、吉田  修 

稲掛 英男 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  68,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 113％ 

【 】  小計 6,000円 今年度累計 204,000円 
目標額 400,000円 達成率 51％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

BOXへ 稲掛 英男 

 

吉田  修 

・明日で東日本大震災から５年です。 

 いろいろ思いますね。 



●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) 

ﾗｸﾞﾋﾞｰｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 村上 晃一様 

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～ 

「クラブ・デー」 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

３月１８日(金) 

３月２１日(月) 

18：30～ 

３月２２日（火) 

３月２３日(水) 

３月２４日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

TOTO㈱ ウォシュレット生産本部 開発第二部 部長 松井  実様 

「ラベルから見える日本酒の世界」 

「奇跡の４００年 

「ホロスプランニングと私」 

「北山杉について」  

「新入会員自己紹介」 田中 俊幸会員 

 ‐祝日休会‐ 

 

 ‐祝日休会‐ 

「現在（いま）の京都、これからの京都」 

-京都の魅力、素晴らしさを守り育て国

「未定」 

「ロータリーを考えよう」 

‐休会‐ 

「料理講師としての活動に至るまで、、、。」 有限会社バルバプロダクション 代表取締役 杉本  敏様 

‐休会‐ 

｢iPS細胞を用いた糖尿病治療の展望｣ 

 

京都市 産業戦略監 白須  正様 

京都造形芸術大学 准教授 中山 博喜様 

細見美術館館長 京都ＲＣ会員 細見 良行様 

京都大学 iPS研究所 教授 川口 義弥様 

会員 松井 成樹様 

新会員スピーチ  会員 熊谷久志様 

 ‐祝日休会‐ 

創立４０周年記念例会開催のため、3/24（木）15：00に変更 

「大学における初年次教育を考える」 

  ～ロールモデル研究・青少年奉仕の一つの形～ 

 ‐祝日休会‐ 

「マスク越しに見た野球・よもやま話」 

-会員スピーチ-「喫茶の歴史」 

 

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 

㈱永楽屋 細辻伊兵衛様 

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 

「地区情報委員会の活動について」  内藤 雅夫会員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

会 員  白波瀬 宗幸様 

 

「京絵師・若冲」 

「更生保護について」 京都保護観察所 企画調整課 山本 隆宏様 

京都北山丸太協同組合理事長 森下 武洋様 

公益財団法人・日本高等学校野球連盟  
元常任理事 永野 元玄氏 

「ラグビー代表は、いかにして南アフリカ代表を破ったか」 

R.I.元理事  千   玄室様 

「反社会的勢力との断絶は武蔵坊弁慶とあなたの輪」 
公益財団法人京都府暴力追放運動 

推進センター事務課長 上原 忠晴様 


