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Vol.２６－３６ 

２０１６年４月１４日 



 ２０１６年４月１４日（木）  第１２６０回例会  Vol.３６ 

１．４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」が行われました。当クラブ

 から稲掛会長、上山社会奉仕委員長、德田会員 

 洛西高等学校から山口先生をはじめ６名の生徒さ

 んが参加いたしました。 

２．４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

 した。山本咲良さんと鎌野青少年交換委員長が

 参加 されました。 

３．４月１６日（土）京都中ＲＣ創立２５周年記念 

 例会並びに祝宴が開催されます。 

 中川会長エレクトと吉田幹事が出席いたします。 

例会プログラム 

2015-16年度 第４回炉辺会合 
 

炉辺会合の組み分けを次のようにいたしました。 

それぞれ５月末日迄に開催いただき、会合終了後、 

事務局宛報告をお願いします。 
 ＊テーマ「新年度に向けての会員増強」  

       クラブ管理運営委員長 森  正廣 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 万殿 千田  末永、内田、髙橋、森 

2 上山 安田  松尾、瀬田、出射、山田 

3 鎌野 谷口  児嶋、吉田、藤井、近藤 

4 王 太田  稲掛、上原、中川、山本 

５ 德田 田中  内山、林、一口、大森 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 今日の歌 「春の小川」 

  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 

  「ＪＡＺＺ Piano Ｓｏｌｏ演奏」 

          Jazz Pianist    星山  啓一様 
   

閉会点鐘       13:30 

 

星山 啓一（ほしやま けいいち）様 
 

ご略歴 

1965年7月3日大阪生まれ、神戸で育ち、現在は 

京都市在住。5才からPianoを始め中学高校時代は

神戸でロックやフュージョンのバンド活動に熱中

する。大学時代京都にて、藤井貞泰氏に師事し、

JAZZにめざめる。卒業後、数回ニューヨークに

渡り本場の空気を学ぶ。現在は、京阪神を中心に 

ライブハウス、ホテル、レストラン等で活動して

いる。藤ジャズスクール講師をつもめる。 

 今日の歌   

「春の小川」 
春の小川は  さらさら行くよ 

岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく  色うつくしく 

咲けよ咲けよと  ささやきながら 

 

＜社会奉仕委員会報告＞ 

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 
 

「いちご園フェリーチェ」満喫！「イチゴ狩り」と

「伊賀の里モクモク手づくりファーム」日帰りに 

バス２台、９時出発で行ってきました。 

いちご園には１０時半頃到着し、３０分間いちごの

食べ放題を満喫。 

その後、モクモクファームに１３時頃到着。すぐに

バーベキューの昼食をいただき、あとは園内散策 

１５時半に集合して１７時無事帰ってきました。 

洛西高校から山口先生と６名のインターアクトの 

参加があり積極的に障がい児者の中で共に楽しみ 

ながら経験を深めているように見受けられました。 

天気にも恵まれ楽しい一日でした。 クラブからは 

稲掛会長、德田会員、上山社会奉仕委員長が参加し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    報告：上山 泰弘 



 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 １９名（４名）７９．１７％ 

ご来客１名 

３月１７日例会のMake-up後の出席率 ８８．４６％ 

稲掛 英男 ・庄司惠一様のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・庄司惠一様のスピーチを楽しみに。 

BOXへ 鎌野 孝和 

【 】 小計 5,000円 今年度累計 446,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率67％ 

万殿 慎二 ・札幌真駒内ＲＣの皆様 ようこそ。 

 

稲掛 英男 

・先日の地区大会出席の皆様ありがとう 

 ございました。 

【 】 小計11,000円 今年度累計 522,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 73％ 

BOXへ 田中 守、鎌野 孝和 

【 】  小計 8,000円 今年度累計 229,000円 
目標額 400,000円 達成率 57％ 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

山本 拓生 

・末っ子が中学に入学しました。 

 あいにくの雨ですが・・・ 

 

稲掛 英男 

・札幌真駒内ロータリークラブの皆さん

 ようこそお越しくださいました。 

【ニコニコ箱】 小計 39,000円  今年度累計 971,000円 
目標額 1,300,000円 達成率75％ 

森  正廣 ・庄司さんのスピーチ楽しみに。 

 

田中  守 

・札幌真駒内ＲＣの皆様 

 ご遠方ありがとうございます。 

BOXへ 藤井文治郎 

林  良訓 ・真駒内ＲＣの皆様 ようこそ。 

 

千田  適 

・真駒内ＲＣの皆様ようこそ。 

 あいにくの雨です。 

 

児嶋 雄二 

・札幌真駒内ロータリークラブの皆様を 

 お迎へして。 

鎌野 孝和 ・札幌真駒内ＲＣの皆様ようこそ。 

上原 従正 ・札幌真駒内ＲＣの皆様よろしく。 

 

德田 正彦 

・札幌真駒内ＲＣの皆様 

 ようこそいらっしゃいませ。 

 

 

谷口 泰義 

・真駒内ロータリークラブの皆様 

 たくさん来て頂いて喜んで涙が出て 

 雨になりました、すみません。 

 

出射 靖生 

・今年は４５名の新入職員を迎えること 

 ができました。 

 

中川 俊夫 

・皆さん インフルエンザに気をつけ 

 ましょう。 

王   杲 ・今日は大変お世話になります。 

万殿 慎二 ・庄司様のスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・庄司様のスピーチ楽しみに。 

德田 正彦 ・新学期がはじまりますね。 

稲掛 英男 ・インターアクト発展のために。 

【 】   小計 2,000円 今年度累計  73,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 122％ 

BOXへ 稲掛 英男 

山本 拓生 ・真駒内ＲＣの皆様ようこそ京都へ。 

◆地区内行事 

  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～ 

 ４月１７日（日） 2016-17年度 地区研修・協議会 

 国立京都国際会館 

 9：30受付 10：00～ 

 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～ 
◆クラブ内行事 

 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） 

次回例会 ４月２１日（木） 

 クラブ・デー 

 第５回クラブ協議会（地区大会報告） 

 

   「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  



●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) 

京都新聞社 編集局 総務 藤田 治久様 

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～ 

「第５回クラブ・アッセンブリー」 

地区RLI委員長 福井南R.C.会員 田中 文夫様 

㈱堀場製作所 管理本部 理事 野崎 治子様 

４月１５日(金) 

４月１８日(月) 

18：30～ 

４月１９日（火) 

４月２０日(水) 

４月２１日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「一筋の道、ロータリー 」 

「ウミウの誕生からみる鵜飼の未来」 

「ホームレス状態を生み出さないニホンへ」  

-会員スピーチ-「京都の観光業の未来」 

「過去と未来、そして自分」 

追悼例会「故木村卯兵衛会員・故竹本和生会員を偲んで」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 「RLIについて」 

-クラブ・デー- 会員スピーチ「私の仕事」 

春の会員懇親会のため日時場所臨時変更 

-三古都R.C.友好懇親例会- 例会時間：12:30～13:15に変更 

「居場所と出番～一人ひとりが輝くために」 

「日本美術の海外流出と現在･･･浮世絵を中心に」 

「97クラブ合同会員増強会議に出席して」 

～音楽例会～｢祈りと尺八音楽｣ 

坂口 博翁会員、佐藤 幸男会員 

村田 好謙様 

京都造形芸術大学 文明哲学研究所 

 准教授 田中 勝様 

コミュニケーションコンサルタント  

岩本時加子様 

尺八演奏家 中村 仁樹様 

会員 田中 誠二様 

NPO法人Homedoor 理事長  川口 加奈様 

「Ｅクラブの設立と現状」 

「中国人の消費行動～『爆買い』その背景にあるもの～」 

「クラブデー」 

創立２５周年記念例会開催の為、例会日時変更 

「Ｒ財団国際親善奨学生としての一年間が私にくれた大切な宝物」 

「私の音楽人生とボランティア」 

アメニティ・サービス・関西 代表取締役社長  

日本ロータリークラブＥクラブ 2650 会長 阿瀬井 佳一様 

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 

公益社団法人宇治市観光協会主査 宇治川の鵜飼 

鵜匠  澤木万理子さん 

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 

大山崎町長 山本 圭一様 

会員増強委員長 伊東 一壽様 

京都府名誉友好大使 逄  軍様 

㈱ラポー 代表取締役 京都西RC会員 上田 哲次様 

＊ビジター受付はありません。 

「女性が魅せられる男のビジネス＆社交マナー」 

「『高次脳機能障害』とは？」 京都大学大学院医学研究科・精神医学・教授 村井 俊哉様 

村上 健治会員 

Ｒ財団国際親善奨学生  
山本 芳華さん 

-クラブ広報・雑誌・会報部門フォーラム‐ 

 

「子どもは主人公」 京都ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団連盟 副連盟長、東南ﾌﾞﾛｯｸ長 島田幸治郎様 

公益財団法人 大和文華館  

館長 浅野 秀剛様 


