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【姉妹クラブ】  台湾三重中央ロータリークラブ 

【友好クラブ】  札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱ＩＡＣ】  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 

Vol.２６－３７ 

２０１６年４月２１日 



 ２０１６年４月２１日（木）  第１２６１回例会  Vol.３７ 

１．４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した。 

 中川会長エレクトと吉田幹事が出席いたしました。 

２．４月１７日（日）国立京都国際会館において

 2016-17年度 地区研修・協議会が行われました。

 当クラブより１０名が参加いたしました。 

韓国に米山学友会を母体とした衛星クラブが誕生 
 

この度、韓国に米山学友会を母体としたロータリー衛

星クラブが誕生しました！ 

第3650地区セソウルＲＣのもとに創立された新しい

衛星クラブの名は、「韓国米山セソウル・ロータリー

衛星クラブ」。31人の創立会員全員が、韓国学友会に

所属する米山学友です。 
 

3月26日にソウル市内のホテルで開催された創立総会

には、学友20余人のほか、李泳鎬（イ・ヨンホ）第3650

地区直前ガバナーや朴虎君（パク・ホクン）同地区次

期ガバナー、南宮根（ナム・クングン）セソウルＲＣ

会長などが出席して、新クラブの門出を祝いました。 
 

創立会長の林基元（リン・キウォン）さんは、「会員

は皆、米山の学友で、ロータリー精神を引き継ぐ人た

ちです。今後さらに会員を増やし、発展に努めたい」

と、意欲を見せます。 
 

また、韓国学友会会長を務める全炳台（ジョン・ビョ

ンテ）さんは、「クラブ創立を検討・準備する過程で 

学友同士が親しくなり、学友会の関係がとても良く

なった。学友会と衛星クラブ合同の奉仕活動やシンポ

ジウムなど、互いに協力して新しい活動を計画してい

きたい」と、語りました。 

日 時 2016 年４月７日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、林、中川、千田、田中、森、出射、 

      鎌野、髙橋、児嶋、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９回クラブ討論会（研修ﾘｰﾀﾞｰ）5/26（木） 

４．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） 

５．第４回炉辺会合について 

６．青少年交換について 

７．その他 

例会プログラム 

日 時 2016 年４月７日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、林、稲掛、山本、田中、王、瀬田 

  髙橋、万殿、児嶋、森、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．会長エレクト研修セミナー報告について 

４．地区研修・協議会について 

５．記念例会について 

６．その他 

 

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５回クラブ協議会（地区大会報告） 
 

閉会点鐘       13:30 

 

 

夫人誕生日お祝い   

 ６日 近藤永太郎会員夫人 和子様 

 １４日 藤井文治郎会員夫人 政子様 

   １７日 鎌野孝和会員夫人  幸子様 

   １８日 内田勝彦会員夫人 由美子様 
  

  

創業記念日お祝い 

  １日 林 良訓会員  ㈱マリーナ雄琴 

  １日 谷口泰義会員 ㈱西京ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ 

  １日 内山正元会員 内山法律事務所 
 

４月おめでとうございます 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 ４月２６日（火）京都洛南ＲＣ 

 ５月 ２日（月）京都西ＲＣ 

 ５月２５日（水）京都北東ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ４月２９日（金）京都洛北ＲＣ 

 ５月 ６日（金）京都乙訓ＲＣ 

 ５月１１日（水）京都北東ＲＣ 

 ５月２０日（金）京都東ＲＣ、京都乙訓ＲＣ 

  以上、ビジター受付はありません。 



 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月１４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２５名（６名）９６．１５％ 

ご来客２名 

３月２４日例会のMake-up後の出席率 ８０．０％ 

BOXへ 吉田  修、田中  守、鎌野 孝和 

千田  適 

【 】  小計 8,000円 今年度累計 237,000円 
目標額 400,000円 達成率 59％ 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

 

 

 

稲掛 英男 

・インターアクトのメンバーには、先日 

 の障がいのある家族とのレクリェー

 ションではいろいろとお世話になりま

 した。 

 

「ＪＡＺＺ Piano Ｓｏｌｏ演奏」 

   Jazz Pianist     

        星山  啓一様 

吉田  修 ・星山啓一様の演奏を楽しみにして。 

【ニコニコ箱】 小計 21,000円  今年度累計 992,000円 
目標額 1,300,000円 達成率76％ 

稲掛 英男 ・星山啓一様のジャズ楽しみに。 

安田  勝 ・星山様のピアノ楽しみです。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、児嶋 雄二 

山本 拓生 ・星山さんの演奏楽しみに。 

 

森  正廣 

・「背割堤」で花見会、1.5キロの桜並木 

 満開、外国人もいっぱい。 

出射 靖生 ・桜も散りましたね。 

内山 正元 ・今年も、花見を楽しみました。 

 

末永  寛 

・先日のほろにが会、黒ビール飲み過ぎ 

 ました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って。 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  74,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 123％ 

稲掛 英男 ・ポリオ撲滅をめざして。 

◆地区内行事 

  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１５日（日） 2016-17年度 派遣予定学生 第6回研修会 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：00受付 

 13：30～17：00 

 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 

 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２８日（木） 

「バイオリンと共に｢春｣をテーマに 

    クラシックありジャズあり皆さんと歌あり、、」 

ピアノ  福島 淳子様 

バイオリン  武居 エ ミ様 

出射 靖生 ・星山様のジャズピアノ楽しみに。 

千田  適 ・星山さんのジャズピアノ楽しみです。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 455,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率68％ 

 

 

稲掛 英男 

・上山さん、先日の障がいのある人と 

 家族のためのレクレーションのお世話 

 ありがとうございました。 

 

 

吉田  修 

・先週例会は大変だったようですね。 

 休まないようにしましょう。 

（自ら言いきかせて・・・） 

森  正廣 ・千葉の長男のアパート見てきました。 

 

万殿 慎二 

・ほろにが会参加の皆様、お世話になり 

 ました。 

 

 

 

稲掛 英男 

・王さん、林さん、児嶋さん 

 札幌真駒内ロータリークラブとの合同 

 懇親会ではお世話になりありがとうご 

 ざいました。 

【 】 小計13,000円 今年度累計 535,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 74％ 

王   杲 ・星山さんの演奏を楽しみに。 

万殿 慎二 ・星山様の演奏楽しみです。 

上原 従正 ・ノムルンさん、元気ですか？ 

 

谷口 泰義 

・先週ニコニコメッセージ 

 すみませんでした。 



●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) 

濵野 惠子会員 

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】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【向日神社】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都東急Ｈ】 

【京都東急Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【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】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

18：30～ 

「クラブ・デー」 

京料理 萬重 若主人 田村 圭吾様 

 

４月２２日(金) 

４月２５日(月) 

18：30～ 

４月２６日（火) 

４月２７日(水) 

４月２８日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

京都府立医科大学 小児科学教室 教授 細井 創様 

「 逢えてよかった 」 

～地区大会後クラブ・アッセンブリー～ 

「新会員スピーチ」 

-会員スピーチ-「旧海軍の沈船・沈飛行

「四方山話」 

「コーヒーは専門じゃないんです」 

㈱水野克比古写真事務所 専務取締役 水野秀比古様 

 「知っておきたい世界が認める『和食』の知識」 

「未定」 

「こどもの未来と小児科医の心」 

「継いだ和らい」 

「未定」 

「格之進、日本を背負い世界最速を目指す」 

「シークワーサー」 

アミティエ・スポーツクラブ京都｣ 

(株)イノダコーヒ代表取締役会長 京都南RC会員 猪田浩史様 

ピアニスト イリーナ・メジューエワ様 

京都市都市計画局 歩くまち京都推進室 企画課長 

大岸 將志様 交通施設計画課長 橋本 典幸様 

 

㈱アミティエ・スポーツクラブ京都 代表取締役 堀込孝二様 

女優  浜 美枝様 

会員 堀田 真由美様  西村 一郎様 

音楽例会 「♪ショパン  エチュード  Op.10-4～♪ ラフマニノフ前奏曲 

 Op25-5～♪  リスト  愛の夢 他」 

-新入会員スピーチ-「京野菜と学生」 

「『歩くまち・京都』の取組について」 

「美しい京都の撮り方」 

クラブデー 

「伏見吹奏楽のつどい開催の為、２９日（金・祝）に臨時変更 

ピアニスト 明石 幸大様 

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 

 

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 

大原種苗㈱ 専務取締役 ㈱大原総合花き市場 石井 雄二様 

中部大学教授 元米山奨学生 禹  済 泰（ｳ ｾﾞﾃ）様 

石割  照久様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

‐休会‐ 

「クラブ・デー」記念式典についての説明会  

宮内 弘人会員 

 

－会員スピーチ－「英国アンティーク家具」 

狂言師  大蔵流茂山忠三郎家  五世当主 茂山  良暢師 

「スーパーサーズデー」  

Ｆ１レーサー 太田格之進様 


