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２０１６年５月１２日 



 ２０１６年５月１２日（木）  第１２６３回例会  Vol.３９ 

１．５月１１日（水）京都さくらＲＣ創立１０周年

 記念例会および祝宴に林副会長、吉田幹事、谷口

 会員が出席いたしました。 

２．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催い

 たします。 

３．５月１３日（金）京都ホテルオークラにおいて

 第３回京都市内２４ＲＣ連絡協議会 会長・幹事会

 が開催されます。中川、山本、吉田の各会員が 

 出席いたします。 

４．５月１４日（土）京都ロイヤルホテル＆スパに

 おいて賛西会が開催されます。稲掛、万殿、中川、

 德田、山本、吉田の各会員が出席いたします。 

５．５月１５日（日）新京都センタービルにおいて

 2016-17年度 派遣予定学生第６回研修会が開催

 されます。鎌野会員、山本咲良さん、山本夫人が

 出席されます。 

例会プログラム 

 

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 

                                       13:00 

 「主に1960年代後半のブルース・ロックを 

   ギター・デュオで演奏」 
  
Key Fujita (藤田キー)様 他  

 

閉会点鐘       13:30 

 
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 
 

出席者：稲掛、万殿、中川、德田、山本、 

  吉田の各会員 

 

「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 

 

Key Fujita (藤田キー)様 

 
ご略歴 

1955年京都生まれ。幼稚園の３年間クラシックピアノ

を習う。父親の転勤で1963～64年ニューヨークの公立

小学校に通い英語を習得。この頃からビートルズ・ 

モンキーズのファンで、帰国後エレキギターを弾き始

める。 

1970年バンドを組んで中学の文化祭でデビュー。 

高校、大学、大学卒業後も幾つものロックバンドを組

んで京都大阪の大学祭・イベント・ライブハウスに 

出演していた。1997年で音楽活動停止したが、50歳 

退職を機に再開、昔のバンド仲間を集め3rd eye(サー

ド・アイ)というブルース・ロック・バンドを組んで

京都大阪のライブハウス・イベントに出演している。 

 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 ５月１９日（木）京都西山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。 

 ５月２０日（金）京都東ＲＣ、京都乙訓ＲＣ 

 ５月２５日（水）京都西北ＲＣ 

 ５月２７日（金）京都東ＲＣ 

  以上、ビジター受付はありません。 



６月の例会予定について 
 

６月１８-１９日の合同例会開催にともない、理事

役員会において６月の例会日が変更になりました

ので、お知らせいたします。 

  

 ６月 ２日（木） 例会 現次年度理事役員会 

 ６月 ９日（木） 例会 

 ６月１６日（木） ３クラブ合同例会のため 

    例会日変更⇒１８日（土） 

 ６月２３日（木） 休会 

 ６月３０日（木） 例会 現次年度ｸﾗﾌﾞ協議会 

 

【 】  小計 7,000円 今年度累計 250,000円 
目標額 400,000円 達成率 63％ 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和 

◆地区内行事 

 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 

 ５月２０-２２日 2015-16年度 ＲＹＬＡ 

  （金-日） 福井県 福井ｱｶﾃﾞﾐｱﾎﾃﾙ 

 ６月 ４日（土） 201６-17年度 クラブ広報委員長会議 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 13：00受付 13：30～ 
◆クラブ内行事 

 ６月１２日（日） 第１９回 川クラブ友好の集い 

 ＪＲ芦屋駅 改札口出口１０：００集合 

 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） 

 ６月２３日（木） 休会 

 ６月３０日（木） 第６回クラブ協議会   

 次年度第１回クラブ協議会 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月２８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２０名（４名）８３．３３％ 

ご来客３名 

４月１４日例会のMake-up後の出席率 ９６．１５％ 

次回例会 ５月１９日（木） 

「京都府における地震防災対策の 

取り組みについて」 

 京都府府民生活部防災消防企画課        

 主事  坂井 健太様 

 

万殿 慎二 

・福島さん、武居さんの演奏 

 楽しみです。 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 477,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率71％ 

安田  勝 ・松尾さんの一日も早い全快を祈ります。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、稲掛 英男 

吉田  修 ・松尾さんの回復を祈って。 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  78,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 130％ 

BOXへ 稲掛 英男 

吉田  修 ・福島様、武居様の演奏楽しみに。 

【ニコニコ箱】 小計 13,000円  今年度累計 1,021,000円 

目標額 1,300,000円 達成率79％ 

 

稲掛 英男 

・福島淳子様、武居エミ様の演奏 

 楽しみに。 

田中  守 ・熊本の１日も早い復興を願って。 

中川 俊夫 ・ガンバレ熊本。 

 

 

出射 靖生 

・熊本地震 震度２以上は本日朝で 

 １０００回をこえたそうです。 

 あらためて御見舞い申し上げます。 

 

森  正廣 

・歯がタテに割れまして又、抜くハメ 

 になりました。 

BOXへ 鎌野 孝和、林  良訓、児嶋 雄二 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、藤井文治郎 

鎌野 孝和、田中  守、万殿 慎二 

末永  寛、 

 

出射 靖生 

・福島様、武居様のミニコンサート 

 楽しみにしております。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 555,000円 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 77％ 

 

森  正廣 

・明日からのゴールデンウイーク 

 予定は何もありません。 

内山 正元 ・アジアの留学生へ。 

谷口 泰義 ・バイオリンを楽しくお聞かせ下さい。 

 

吉田  修 

・九州新幹線の全面復旧。 

 よかったですね。 



●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) 

西小路佳代会員 

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～ 

「私の職業」 

千  宗守会長 

 

５月１３日(金) 

５月１６日(月) 

18：30～ 

５月１７日（火) 

５月１８日(水) 

５月１９日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

噺家 二代目 森乃福郎様 

「私のサッカー人生と家族」 

｢祇園祭でリユース食器活用 祇園祭ごみゼロ大作戦｣ 

「春画ー第二次ジャポニズム」 

「同伴例会 ”ブル－スハ－プ”を楽しむ ＆ご家族へ25周年事業のご理解・ご協力を」 

「飲みもの」を進化させることで「みんなの日常」をあたらしくしていく 

～お客様のことを一番に考える会社としての商品 一番搾り 京都づくり～ 

「６次産業化と地域活性の現場から」  

京都府立大学客員教授  

京都府立植物園名誉園長 松谷  茂様 

「雪未消（雪未だ消えず）」   

クラブ・フォーラム（青少年奉仕） 

「頭のストレッチ」 

「王将流人材育成と挑戦」 

クラブ・デー 

「『困難を乗り越える力の謎』に迫る」 

～京都乙訓RCとの合同例会～→21日(土) 

｢ハイパーグロースカンパニー：10年間で１千億円の売上達成」 

農業生産法人こと京都(株) 宮川光太郎様 

青少年奉仕委員長 竹ノ内米貴様 

 

 

村田作戦㈱  

代表取締役 村田 育生様 

セレッソ大阪レディースチーム スクールコーチ 山科 花恵様 

国際日本文化研究センター名誉教授   早川 聞多様 

「玄米酵素と健康」 

「奨学金支援で途上国の子どもたちを夢のｽﾀｰﾄﾗｲﾝに」 

「クラブデー」 

「不思議と謎がいっぱい、京都の植物｣  

「京都工芸繊維大の将来への取組み」 

「青少年奉仕月間に因んで」 

山本 奈美会員 

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 

公益財団法人京都地域創造基金  

事務局長 可児 卓馬様 

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 

ｷﾘﾝﾋﾞー ﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 京滋支社  

京都支店 主任 青木 惠子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

(公) 民際センター 関西地区ファン

ドレイジング担当 高橋 厚子様 

第２６５０地区新世代育成基金特別委員長 吉川 裕丈様 

会員 水田 隆一様 

クラブデー 

～会員スピーチ～「相続入門から対策まで」 川波 彰様 

副学長 森本 一成様 

－会員スピーチ-「片田舎より海外へ」 

㈱王将フードサービス  代表取締役社長  渡邊 直人様 

「フルートと今昔―演奏とともに」  テレマン室内オーケストラ 首席フルート奏者 森本 英希様  

健康社会学者（保健学博士）蝦名 玲子様 


