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 ２０１６年５月２６日（木）  第１２６５回例会  Vol.４１ 

１．５月２０日（金）京都東ＲＣ創立６０周年記念

 例会並びに祝宴が開催されました。吉田幹事が  

 出席いたしました。 

２．５月２０~２２日、2015-16年度ＲＹＬＡが開催

 されました。内田青少年奉仕委員長と㈱京写の 

 德田篤さんが参加されました。德田様には６月

 ９日（木）の例会において RYLA参加報告をして

 いただきます。 

３．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開催い

 たします。 

例会プログラム 
 

 

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 
 

閉会点鐘       13:30 

第４回炉辺会合３班の報告 
 

 

日時 ：５月１５日（日）午後５時３０分～ 

場所 ：点邑 

参加者：谷口、児嶋、吉田、鎌野 

 

日程調整上残念ながら全員参加は叶いませんでした。

葵祭の後の爽やかな夕暮れ、揚げたての天麩羅と旨い

アルコールを味わいつついろいろ談笑。テーマの会員

増強については、常に当クラブの懸案事項であること

は論を俟たないが、創立四半世紀が過ぎたクラブでは

世代交代は避けられず、二世の獲得は必須との意見 

一致をみた。 

美味しい料理を紹介いただいた中川さんに感謝。 

（リーダー 鎌野孝和） 

 
 

 

「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 

北尾 隆明（きたお たかあき）様 
 

ご略歴 

クイック英語学院代表。 

「（社）全国外国語振興協会」加盟校 

（公）日本英語検定協会 元面接委員（３２年） 

１９４９年京都府生まれ、桃山学院大学卒業後、カナダ、 

アメリカにて英語を学ぶ。 

２００９年より、駸々出堂版、三修社より「クイック英会話」シ

リーズ発刊。 

現在、創立以来４０年間現役講師として活躍する他、「英会

話マスターの近道」等のテーマにてセミナー、研修、講演、

ボランティアを通じ国際交流に貢献。 

 

ロータリー歴  

１９９８年京都モーニングＲＣ入会、チャーターメンバー。 

２００６年度クラブ会長 

２０１３～１５年 第２６５０地区 ＲＬＩ委員会 ディスカッショ

ンリーダー 現在に至る。 

 

会員誕生日お祝い 

 ２５日 児嶋雄二会員  ２９日 鎌野孝和会員 

 ２９日 内山正元会員 
 

結婚記念日お祝い 

  ４日 内山正元会員   ８日 万殿慎二会員 

 １０日 藤井文治郎会員  ２８日 千田 適会員 
 

創業記念日お祝い 

 １０日 児嶋雄二会員  ㈱京写 

 １８日 王  杲会員 ㈱長城 

 ２３日 近藤永太郎会員 川西幼稚園 
  

５月おめでとうございます 

 

年度末会員懇親会 
 

日 時  ６月２５日（土）１８時より 
 

場 所  「料亭 左阿彌」 
  京都市東山区円山公園 

   ℡：５３１－００８８  

会 費   １５，０００円 



 

第１９回川クラブ友好の集い 
 

 

日 時   ６月１２日（日） 

  集合・登録受付 １０時 

  出発 １０時３０分 
 

集合場所  ホテル竹園芦屋 １Ｆ ロビー 
 （ＪＲ芦屋駅北側すぐ）℡：0797-31-2341 

会 費   １０，０００円 
 

見学・鑑賞 芦屋美術博物館、谷崎潤一郎記念館 

講演と食事 “Les芦屋” 
 

解 散 １５時３０分 

 

【 】  小計 7,000円 今年度累計 269,000円 
目標額 400,000円 達成率 67％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、鎌野 孝和 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月１９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２４名（６名）９２．３１％ 

ご来客４名 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  81,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 135％ 

BOXへ 稲掛 英男 

上原 従正 ・坂井健太様のスピーチを楽しみに。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 500,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率75％ 

 

万殿 慎二 

・ようこそ 多賀さん 

 今日は、楽しんでください、 

BOXへ 中川 俊夫、田中  守、鎌野 孝和 

稲掛 英男 

内山 正元 ・菱田さん、多賀さん welcomeです ^o^ 

吉田  修 ・坂井健太様のスピーチ楽しみに。 

【ニコニコ箱】 小計 14,000円 今年度累計 1,066,000円 
目標額 1,300,000円 達成率82％ 

稲掛 英男 ・坂井健太様のお話し楽しみに。 

末永  寛 ・坂井さんのお話し楽しみに。 

 

内田 勝彦 

・多賀さん、ようこそ！心よりお待ちし 

 ております。 

 

 

 

出射 靖生 

・年度末会員懇親会を６月２５日(土) 

 ６：００より左阿彌にて行います。 

 多数の方々の出席をお待ちしており

 ます。 

BOXへ 林  良訓、中川 俊夫 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 579,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 80％ 

 

 

 

 

鎌野 孝和 

・２２日(日)まで蹴上の京都市国際交

 流会館で環境保全を目指した「地球

 へのラブレター展」を開いています。

 時間がありましたらのぞいて下

 さい。 

 

田中  守 

・德田さん、炉辺お世話になりました。 

 楽しい一時でした。 

 

千田  適 

・５月で結婚して４０年になります。 

 よくもちました。 

森  正廣 ・小田原城一望「八幡山古郭」より 

 

森  正廣 

・新橋「お多幸」で 

 おでん会席を楽しむ。  

 

吉田  修 

・鎌野先生、先日の炉辺会合ではお世話 

 になりました。 

安田  勝 ・今年もはや夏がきました。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

 

出射 靖生 

・坂井様のスピーチ楽しみにしており

 ます。 

万殿 慎二 ・坂井様のスピーチ楽しみにしてます。 

 

吉田  修 

・ノムルンさん、 

 きょうは現れましたね。 

稲掛 英男 ・ノムルンさんいらっしゃい。 

谷口 泰義 ・防災対策を忘れない様に。 

◆地区内行事 

 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～ 

 ６月１２日（日） 青少年交換派遣学生歓送会 

 北ﾋﾞﾜｺﾎﾃﾙｸﾞﾗﾂｨ  11：３０受付 12：00～ 

 ６月１７日（金） 第３回京都市内２４ＲＣ合同幹事会 

 （現・次年度合同） ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞＨ 

 17：30受付 18：00～                                                                                                                             
◆クラブ内行事 

 ６月１２日（日） 第１９回 川クラブ友好の集い 

 ホテル竹園芦屋 1F ロビー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 

次回例会 ６月２日（木） 

「交換学生をホストするにあたって」 
 

 RI第2650地区青少年交換委員長         

 長浜RC会員  柴田 正明様 



●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」 

㈱マグナムメイドサービス 浅野 熙様 

 Bistro waraku 伊藤 拓見様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

５月２７日(金) 

５月３０日(月) 

18：30～ 

５月３１日（火) 

６月１日(水) 

６月２日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

京都産業大学 文化学部 京都文化学科 教授 鈴木久男様 

「休会」 

「休会」  

「鎌倉中央RC創立30周年訪問報告」 

「知ってるとおもしろいクラシック雑学（ピアノにて）」 

「こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した」  

新入会員スピーチ「弊社８０年の歴史と生業」 

佛教大学歴史学部教授 会員 八木 透様 

「RYLA受講報告」 

「ヨットレース」 

「京都大原魚山勝林院について」 

-新会員スピーチ-「自己紹介」 

-休会- 

「野球四方山話」 

「ＩＭに向かって」 

「未定」 

会員 佐々木 二夫様 

㈱不二家商事 代表取締役 京都西ＲＣ会員 馬場 益弘様 

ＲＹＬＡ受講生 学校法人 瓜生山学園 幅上 莉子様 

 

東北大学 災害科学国際研究所 人間・社会対応研究部門  

災害文化研究分野 准教授 蝦名 裕一様   

＊ビジター受付はありません。 

イプシロンオペラアカデミー専属ピアニスト 

冬廣真美子様 

「メキシコの文化と価値観について」 

「未定」 

「2015-16年度ＲＹＬＡに参加して」 

 -会員ｽﾋﾟｰﾁ「祇園祭をめぐる３つの不思議」 

「『路地裏の経済』に活路あり ～経営破綻からの逆転、 

世界へ飛躍したクライアントの事例を通して～」 

「江戸幕府と華道家元池坊－家元の江戸下向－」 

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 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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 

テラ・ルネッサンス 鬼丸 昌也様 

ＩＭ実行委員長  伊 東 一 壽様 

 

華道家元池坊 次期家元 池坊 専好様 

 

「ハナレイベイＲＣ来訪」 

「第３回創立キーメンスピーチ」 伊藤 義浩名誉会員、山中 祥弘名誉会員、岩佐 孝雄会員 

NPO法人PRENET21代表理事  
瀬本 博一様 

「フリートーク例会」 

大谷 裕巳様 

「未定」  

桧山進次郎様 

2015～16年度RYLA受講生 

立命館大学留学生 マリア・カリッジョさん 


