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 ２０１６年４月７日（木）  第１２５９回例会  Vol.３５ 

１．４月３日（日）ロームシアター京都において 

 地区大会が行われました。当クラブより９名の 

 会員が出席いたしました。 

２．本日、札幌真駒内ＲＣの皆さんが来訪されてい

 ます。例会終了後の理事役員会に出席いただき、

 ６月の合同例会打ち合わせ会を行います。 

 午後６時より、王会員のお店「龍門」において 

 懇親会を行います。ご参加よろしくお願いいたし 

 ます。 

３．４月１０日（日）障害のある人と家族のための 

 レクリェーションが行われます。洛西高等学校 

 より山口先生をはじめ６名の生徒さんと当クラブ

 より稲掛会長、上山社会奉仕委員長、德田会員が

 参加いたします。 

４．４月１０日（日）青少年交換学友会主催 関西４

 地区合同イベント「京都ぶらり旅」が行われま

 す。山本咲良さんと鎌野青少年交換委員長が参加

 されます。 

例会プログラム 

 

青少年交換委員会： 

受入れ学生が決まりました。 

ＶＩＮＩＣＩＵＳ ＢＵＥＮＯ ＪＵＬＩＡＮＯ君 

２００１年２月８日生まれ、１５歳、男性 

ブラジル サンパウロ州 バウル市出身。 

          （鎌野青少年交換委員長） 

 

庄司 惠一（しょうじ けいいち）様 
 

昭和１４年生まれ 

京都府立鴨沂高等学校卒 

神戸商大経済学部卒業 

株式会社ＭＡＳＡ設立 

 

 

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 

 「シリコンバレーはなぜアメリカにできたのか」 

      ㈱ＭＡＳＡ 代表取締役会長              

    京都南ＲＣ会員    庄司 惠一様  
  

閉会点鐘       13:30 

 

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 

 出席予定者 
 中川 俊夫、山本 拓生、瀬田 保二、末永  寛 

 髙橋 英明、一口 茂樹、千田  適、児嶋 雄二 

 内田 勝彦、森 正廣の各会員 

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 

 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 ４月１４日（木）京都洛東ＲＣ 

 ４月１８日（月）京都中ＲＣ 

 ４月１９日（火）京都洛中ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ４月１２日（火）京都東山ＲＣ 

 ４月１３日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

  以上、ビジター受付はありません。 

 

札幌真駒内RCご一行との懇親会 
 

日 時： ４月７日（木） 午後６時から 

 

場 所： 中国料理「龍門」岡崎店 （動物園北側） 

       王会員のお店です。 

「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 



 

次回例会 ４月１４日（木） 

「ＪＡＺＺ Piano Ｓｏｌｏ演奏」 

 

      Jazz Pianist    星山  啓一様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２０名（５名）８０．０％ 

ご来客１名 

３月１０日例会のMake-up後の出席率 ９２．３１％ 

吉田  修 ・坂本様をお迎えして。 

【ニコニコ箱】 小計 14,000円  今年度累計 932,000円 
目標額 1,300,000円 達成率72％ 

稲掛 英男 ・坂本景依子様のスピーチ楽しみに。 

末永  寛 ・坂本さんのお話を楽しみに。 

出射 靖生 ・上山先生 御世話になりました。 

中川 俊夫 ・初めて花粉症になりました。 

◆地区内行事 

 ４月１０日（日）青少年交換学友会主催 関西４地区合同 

 ｲﾍﾞﾝﾄ「京都ぶらり旅」 

  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～ 

 ５月１１日（水） 京都さくらRC創立10周年記念例会 祝宴 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 14：30受付 

 ５月１３日（金） 第３回京都市内24RC連絡協議会 

 会長・幹事会 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 17：30受付 18：00～ 

 ５月１４日（土） 2015-16年度 賛西会 

 京都ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ＆ｽﾊﾟ 

 17：30受付 18：00～ 

 ５月２０日（金）京都東RC創立60周年記念例会並びに 

 祝宴 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 15：00受付 
◆クラブ内行事 

 ４月 ７日（木） 札幌真駒内ＲＣと３クラブ合同例会の 

 打合わせに続いて現次年度理事役員会 

 札幌真駒内ＲＣご一行との懇親会 

 中国料理「龍門」岡崎店 18：00～ 

 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 ・坂本さんのスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・坂本様のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男 

【 】 小計 4,000円 今年度累計 441,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率66％ 

 

吉田  修 

・末永さん、きょうはよろしくお願い 

 します。 

 
2015-16年度 賛西会 

 
 

日 時： ２０１６年５月１４日（土）  

  受付 １７:３０～  

   開会 １８：００ 

  門川大作氏講演会 １８:０５～１８：４５ 

 懇親会  １８:４５～２０：４５ 
 

場 所： 京都ロイヤルホテル＆スパ 
 

登録料： ８，０００円 
 

登録〆切：４月２５日（月） 

 

会員各位のご参加よろしくお願いたします。 

BOXへ 児嶋 雄二、林  良訓 

内山 正元 ・テロを許さない。屈しない。 

出射 靖生 ・桜が咲き始めました。 

【 】 小計 7,000円 今年度累計 511,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 71％ 

BOXへ 末永  寛、吉田  修、稲掛 英男 

【 】   小計 2,000円 今年度累計  71,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 118％ 

【 】  小計 8,000円 今年度累計 221,000円 
目標額 400,000円 達成率 55％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

BOXへ 上原 従正 

 

森  正廣 

・久しぶりに家族でボーリングをしまし

 た。 

 

谷口 泰義 

・坂本景依子さんのスピーチを期待 

 して。 

山本 拓生 ・欠席おわび。 



●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) 

ﾏｲｹﾙﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏｰ Masaki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～ 

春の家族例会の為、例会変更 

NPO法人アートテック街並み協議会 

顧問 立花 宏一様 

聖ヨゼフ医療福祉ｾﾝﾀｰ 理事長 堀家秋子様 

４月８日(金) 

４月１１日(月) 

18：30～ 

４月１２日（火) 

４月１３日(水) 

４月14日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

株式会社美濃吉 常務取締役 佐竹 洋治様 

「本家尾張屋１６代目当主と写真家の２足のわらじ 」 

「一期一会のおもてなし-自信と誇りを育てる-」 

「ラオスから京都へ奇跡の小象物語」 

「第５回クラブ協議会 地区大会を終えて」 

「新入会員自己紹介」 

「未受診妊婦と虐待防止」 

パスト会長 服部 裕様、創立時会長 大澤 直様 

 「オリンピック シンクロアスリートを育てる親の責任」  

－10日へ例会日時・場所臨時変更－ 

「世界の中の京料理」 

 「白隠禅画をよむ」 

クラブ・デー「聖ヨゼフ医療福祉センターでの 

心魂プロジェクトによる慰問公演について」 

「青不動の心」 

「京都乙訓RCとの合同例会について」 

「ＣＡの実践するおもてなしマインドの育て方」 

第二足立病院院長  大坪 一夫様 

＊ビジター受付はありません。 

京都造形芸術大学 文明哲学研究所 

 准教授 田中 勝様 

元芸妓 ジャズシンガー 真箏（MAKOTO）様 

CAREER LABO代表 小松 仁美様 

本家尾張屋16代目当主 

写真家 稲岡 亜里子様 

在京都ラオス人民共和国名誉領事  

京都洛中RC会員  大野 嘉宏様 

「舞台・音楽プロデューサー 古今東西話」 

「手相」 

「被爆二世ｱｰﾃｨｽﾄの挑戦」∸芸術平和学的思考より- 

 「５周年 創立時の思い」 

「たゆまず、屈せず、貫く政治の志」 

「新人議員の一日（仮）」 

一般社団法人 達人の館 代表 橘 市郎氏 

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 

彌榮自動車㈱  人事部長  山﨑 裕之様 

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 

上野 隆生会員 斉藤 寛之会員 

幹 事  中村 雅彦様 

占術師 東京渋谷ＲＣ会員 マダム・セリカ（林 佳代子）様 

伏見幼児園 園長 会員 道端 弘之様 

＊ビジター受付はありません。 

クラブデー 

「放送業界の現状とウラ側」 フリーアナウンサー 元読売テレビアナウンサー 羽川 英樹様 

 

元衆議院議員 北神 圭朗様 

「なぜ、マイケルはこんなにも人を惹きつけるのか？」 

花園大学 国際禅学研究所 顧問 芳澤  勝弘様 

クラブフォーラム（職業奉仕）の為場所を変更 ＊ビジター受付は平常通り行われます。 

青蓮院門跡 門主 東伏見慈晃様 


