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 ２０１６年５月１９日（木）  第１２６４回例会  Vol.４０ 

１．５月１３日（金）第３回京都市内２４ＲＣ連絡

 協議会会長・幹事会が開催されました。中川、 

 山本、吉田の各会員が出席いたしました。 

２．５月１４日（土）賛西会が開催されました。 

 稲掛、万殿、中川、德田、山本、吉田の各会員が 

 出席いたしました。 

３．５月１５日（日）2016-17年度 派遣予定学生 

 第６回研修会が開催されました。鎌野会員、山本

 咲良さん、山本夫人が出席されました。 

４．５月２０日（金）ウェスティン都ホテル京都に

 おいて京都東ＲＣ創立６０周年記念例会並びに祝

 宴が開催されます。林副会長と吉田幹事が出席い

 たします。 

５．５月２０~２２日福井県、福井アカデミアホテル

 において2015-16年度ＲＹＬＡが開催されます。 

 内田青少年奉仕委員長と児嶋会員のご紹介で 

 ㈱京写の德田さんが参加されます。 

日 時 2016 年５月５日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、中川、吉田、田中、森、出射、鎌野、 

     髙橋、児嶋、太田、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（研修リーダー部門）5/26（木） 

４．第１９回川クラブ友好の集いについて 6/12（日） 

５．台湾三重中央RC・札幌真駒内RCとの合同例会の件 

6/18～19（土-日） 

６．第６回クラブ協議会について 6/30（木） 

７．青少年交換について 

８．年度末会員懇親会について 

９．熊本地震義損金の応募について 

10．その他 

例会プログラム 

日 時 2016 年５月５日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、内田、稲掛、山本、田中、王、 

  末永、髙橋、万殿、児嶋、森の各会員 
 

 議 事 

１．記念例会について 7/23（土） 

２．会長ﾃｰﾏ並びに会長所信とｸﾗﾌﾞ運営について 

３．次年度例会運営について 

（会場設営・表敬訪問） 

４．地区研修協議会報告 

５．次年度予算（案）について 

６．第１回クラブ協議会について 6/30（木） 

７．インターアクト夏季研修について 

８．大森名誉会員について 

９．その他 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング 「我等の生業」 

  今日の歌「夏は来ぬ」 

  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 

「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 
 

閉会点鐘       13:30 

 

「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 様 他  

 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 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。 

今日の歌   

「夏は来ぬ」 
佐々木信綱作詞・小山作之助作曲 

卯の花の 匂う垣根に 

時 鳥
ほととぎす

 早も来鳴きて 

忍音
しのびね

もらす 夏は来ぬ 



 

【 】  小計 9,000円 今年度累計 259,000円 
目標額 400,000円 達成率 65％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、鎌野 孝和 

◆地区内行事 

 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～ 

 ６月１１日（土） 規定審議会・地区報告会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 9：30受付 10：00～ 
◆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『５月１２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２３名（６名）８８．４６％ 

ご来客５名 

４月２８日例会のMake-up後の出席率 ９１．６７％ 

次回例会 ５月２６日（木） 

クラブ・デー 第９回クラブ討論会 

「RLIについて」 

RI第2650地区RLI委員会 ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ  

京都モーニングRC会員     北尾 隆明様 

万殿 慎二 ・藤田様の演奏楽しみです。 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 485,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率72％ 

出射 靖生 ・本日は晴天なり。 

BOXへ 千田  適、田中 守、鎌野 孝和 

稲掛 英男 

 

 

吉田  修 

・林さん、昨日は、お世話さまでした。 

 さくらロータリークラブ創立１０周年

 記念例会（祝賀会） 

【 】   小計 2,000円 今年度累計  80,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 130％ 

BOXへ 中川 俊夫、鎌野 孝和 

久しぶりに海外のお客様をお迎えしました。 

ドイツ キール・アイダムＲＣよりメーキャップに来られた 

フリータム クリザンブックさんを囲んで。 

吉田  修 ・きょうの音楽例会楽しみ 楽しみ。 

【ニコニコ箱】 小計 31,000円  今年度累計 1,052,000円 

目標額 1,300,000円 達成率81％ 

稲掛 英男 ・藤田キー様の演奏を楽しみに。 

出射 靖生 ・藤田様のギター楽しみに。 

安田  勝 ・藤田様の演奏楽しみです。 

 

瀬田 保二 

・若葉の時、こいのぼりがたなびいてい 

 ます。皆様お元気で。 

谷口 泰義 ・さつき晴れよい天気ですね。 

BOXへ 児嶋 雄二、田中  守、中川 俊夫 

千田  適 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、稲掛 英男 

藤井文治郎 ・藤田キー様の演奏楽しみに。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 570,000円 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 79％ 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

 

末永   寛 

・先日、並んで京都迎賓館へ行って来ま 

 した。 

森  正廣 ・えちぜん鉄道、福井電鉄共通キップ

 で、武生～三国港乗放題 

德田 正彦 ・草が喜んでいます。 

 

森  正廣 

・鯖江つづじマラソンで、ツツジの苗 

 もらいました。 

鎌野 孝和 ・久しぶりです。 

 

内山 正元 

・マスゾエさんは、多分、辞職に 

 追いこまれますね。 

太田 勝彦 ・がんばります。 

德田 正彦 ・五月晴れですね。 

吉田  修 ・ノムルンさん、本日欠席、残念！！ 

上原 従正 ・新学期の活動に寄せて。 



●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) 

太田 和夫会員 

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～ 

「京都西北RCとの合同例会」 

創立４０周年記念実行委員会 

綾傘鉾保存会 理事長 寺田 進様 

５月２０日(金) 

５月２３日(月) 

18：30～ 

５月２４日（火) 

５月２５日(水) 

５月２６日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

㈱よしもとｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ 代表取締役社長 田中宏幸様 

「創立６０周年記念例会並びに祝宴 」 

～新世代クラブ・フォーラム～  

「ミラノでの個展を終えて」  

クラブフォーラム「創立25周年に向けて⑤」 

京都西山RCとの合同例会の為、21日(土) に変更 

「イタリア歌曲とオペラアリア」 

「私の履歴書」田中 晴男様 「演題未定」 諸冨 正志様 

「創立４０周年記念式典インフォメーション」 

「未定」 

「吉本興業104年の歩みとこれから」 

「京都のこころ」 

「祇園祭綾傘鉾復興と棒振り囃子」 

-新会員スピーチ- 

「ＲＹＬＡに参加して」 

 -新入会員スピーチ-「自己紹介」 

関西二期会会員 奈良教育大学音楽家特認准教授 大谷 圭介様 

笑福亭 鶴二様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

華道「未生流笹岡」家元  笹岡 隆甫様 

会員 藤田 幹人様 

＊ビジター受付はありません。 

会員 久保 和子様 

「キルギス紹介」                        京都民際日本語学校生  アイヌーラさん 

「インドネシアは王国でできている」         京都民際日本語学校生  パウリン・タニアさん 

「京都嵯峨野ＲＣとの合同例会」 

「親睦夜間例会」の為、臨時変更 

新入会員スピーチ 

青少年奉仕フォーラム 

「日本料理のよもやま話」 

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 

＊ビジター受付はありません。 

 2015-16年度RYLA受講生 交洋ファインケミカル(株) 平松 孝規様 

＊ビジター受付はありません。 

新会員  荒木 稔雄様 

会員 水田 隆一様 

「いけばな～琳派、そして若冲～」 

「音楽例会」 ピアニスト 京都市立芸術大学音楽学部 准教授 野原みどり様 

 

-会員スピーチ-「知っておいて欲しい感染症」 

宗教学者 山折 哲雄様 

「スーパーサーズデー」  

松本幸治会員 赤木健一会員 松尾一哉会員 川口聡太会員 


