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 ２０１６年６月２日（木）  第１２６６回例会  Vol.４２ 

１．本日、例会終了後、現次年度理事役員会を開催

 いたします。 

２．６月４日（土）京都ホテルオークラにおいて

 2016-17年度クラブ広報委員長会議が開催されま

 す。中川会長エレクトと森次年度広報委員長が 

 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 

スピーチ                              13:00 

 「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 
 

閉会点鐘       13:30 

第４回炉辺会合の報告（２・４班合同） 
 

５月２２日（日）PM６：００から桃園亭において、 

「会員増強について」をテーマに会合を行いました。

席上、中川次年度会長、山本次年度幹事ともに出席さ

れていて、中川エレクトより、次年度は４３名を目指

し頑張るにつき、会員一人ひとりの努力が必要とのお

話がありました。今回は、世界平和についてのお話は

ありませんでした。王さんのご厚意により皆、腹一杯

になり、夜の街に消えていきました。 
参加者：出射、稲掛、中川、太田、王、瀬田、上原、 

  山本、安田、上山の各会員 計１０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リーダー 上山 泰弘） 

 

 

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 

       北尾 隆明様 

柴田 正明（しばた まさあき）様 
 

ご略歴 
1954年10月7日生 
1976年3月 立命館大学理工学部卒業 
現在 ㈱シバタプロセス印刷 代表取締役 
1995年2月27日 長浜ＲＣ入会 
1995-96年度 親睦活動委員会 委員 
1996-97年度 親睦活動委員会 委員 
1997-98年度 会報委員会 副委員長 
1998-99年度 会報委員会 委員長 
1999-2000年度 青少年活動委員会 委員 記録編纂委員会 副委員長 
2000-01年度 ローターアクト委員会 委員 
2001-02年度 青少年委員会 委員長（理事） 
2002-03年度 会報・記録委員会 副委員長 
2003-04年度 親睦活動（ロータリー家族）委員会 委員長 
2004-05年度 会報・記録・広報・雑誌委員会 委員長 
2005-06年度 社会奉仕委員会 副委員長 
2006-07年度 職業奉仕委員会 委員長（理事） 
2007-08年度 社会奉仕委員会 委員長（理事） 
2008-09年度 新世代委員会 委員長（理事） 
2009-10年度 副幹事 
2010-11年度 幹事（理事） 
2011-12年度 副SAA、新世代奉仕委員会 委員 
  地区青少年交換委員会 委員 
2012-13年度 新世代奉仕委員会 副委員長 
  地区青少年交換委員会 委員 
2013-14年度 奉仕プロジェクト委員会 委員長（理事） 
  クラブ奉仕委員会 委員長 
  地区青少年交換委員会 副委員長 
2014-15年度 青少年奉仕委員会 委員 
  地区青少年交換委員会 副委員長 
2015-16年度 国際奉仕委員会 副委員長 
  地区青少年交換委員会 委員長 
  危機管理委員会 委員 

次回例会 ６月９日（木） 

「RYLA報告」   

  2015-16年度RYLA受講生             

  ㈱京写  德田  篤様 

  

 ｢社会を明るくする運動」啓発活動のお知らせ 

 日 時： ７月１日（金） １７：００より 

 場 所： 阪急桂駅西口       



 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  82,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 137％ 

BOXへ 稲掛 英男 

【 】 小計11,000円 今年度累計 590,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 82％ 

万殿 慎二 ・北尾様のスピーチ楽しみです。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 515,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率77％ 

谷口 泰義 ・北尾様 ＲＬＩを勉強させて頂きます。 

BOXへ 稲掛 英男 

出射 靖生 ・たまには雨もほしいですね。 

 

 

吉田  修 

・結婚１０年目の息子夫婦に、やっと

 子供が生まれました。３４００ｇ、 

 男の子でした。 

BOXへ 吉田  修、末永  寛、鎌野 孝和 

千田  適 

上原 従正 ・北尾隆明様のスピーチを楽しみに。 

 

内山 正元 

・伊勢志摩サミットが始まります。 

 具体的な成果が挙がりますように。 

 

森  正廣 

・新見から津山、佐用を経て姫路まで姫 

 新線の旅、一車両ローカル線の楽しみ。 

 

稲掛 英男 

・王さん、先日の炉辺会合ではお世話に

 なり、ありがとうございました。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月２６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２２名（５名）８８．０％ 

ご来客２名 

５月１２日例会のMake-up後の出席率 ９２．３１％ 

国際ロータリー第2650地区 2015-16年度 RYLA 

テーマ：「日本人の心と精神」 5月20日（金）～22日（日） 

  

 本年度のライラは、福井市福井工業大学構内で行われまし

た。児嶋会員ご協力のもと、株式会社 京写 回路基板開発

課「德田 篤」さんにご参加いただき、京都駅10：09発のサン

ダーバードで福井へ行ってまいりました。 

福井駅までお出迎えいただき、バスにて福井

工業大学 構内にあるアカデミアホテルへ12時

過ぎに到着。 

受付で德田さんとはお別れして昼食～班に分

かれてのアイスブレイク。本年度は地区内83 

クラブから87名の受講生参加でした。金井学園

講堂に移動後、中澤ガバナー・福井市長（代

理）他をお迎えしての開講式から趣旨説明。 

第１講は、林小春先生による「語り継ぐ日本の心ーしきたりをい

まへつなぐー」というテーマの講演で、現在も継承される日本

固有の「しきたり」

が、古来より受け継

がれる日本人の精

神と文化の上に誕

生したものであると

いう、日本人の心の

ルーツともいうべき

お話を聞かせてい

ただきました。 

宿泊以外のカウン

セラーはここで解散

をさせていただいたのですが、受講生は第２日目永平寺にて

の研修・第２講 藤尾秀昭先生「出逢いの人間学」・グループ

ミーティング、第３日目班ごとの発表から閉講式と、中身の  

濃い研修を修了されました。               以上、 

 内田青少年奉仕委員長 

 

【ニコニコ箱】 小計 17,000円 今年度累計 1,083,000円 
目標額 1,300,000円 達成率83％ 

 

 

稲掛 英男 

・ＲＩ第2650地区ＲＬＩ委員会 

 ディスカッションリーダー北尾隆明

 様をお迎えして。 

吉田  修 ・北尾隆明様をお迎えして。 

末永  寛 ・北尾さんのお話を楽しみに。 

BOXへ 鎌野 孝和 

児嶋 雄二 ・北尾氏のスピーチ楽しみに。 

 

出射 靖生 

・上山先生、先日は炉辺会議御世話に 

 なりました。 

 

森  正廣 

・岡山県、古代山城「鬼ノ城山」 

 ハイキング、異国の城か？ 

 

内山 正元 

・サミットも大事ですが、夫婦間の会話

 も大事にしましょう。 

千田  適 ・自祝 

中川 俊夫 ・暑いです。 

太田 勝彦 ・がんばります。 

【 】  小計 6,000円 今年度累計 275,000円 
目標額 400,000円 達成率 69％ 

BOXへ 稲掛 英男 

吉田  修 ・本日 早退お詫び。 

◆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～ 
◆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２５日（土） 年度末会員懇親会 １８：００～ 

  料亭 左阿彌 



●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) 

15-16年度ＲＹＬＡ受講生 ㈱前田染工 勤務 栗栖 茂之様 武内 信彰様 

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】 

【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～ 

＜インドネシア飲料水プラント設置の為、変更＞ 

 

一般財団法人 国民公園協会 京都御苑 支部長 池田 善一様 

６月３日(金) 

６月６日(月) 

18：30～ 

６月７日（火) 

６月８日(水) 

６月９日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

㈱ 末富 代表取締役社長 山口 富蔵様 

「感謝」 

～演奏会～ 

「ソウル国際大会報告」 

「ライラ参加報告」 

第6回フォーラム 青少年奉仕について 

「石田梅岩と奉仕の精神」 

「再入会して」 肥田 自豊様 

創立40周年記念例会並びに祝宴のため例会日時変更 

クラブ・デー 

「京の暮らしとお菓子」 

 「新・観光立国論」 

「未定」 

「苦しみを笑いに変えた野球人生」 

-休会- 

「病院のベッドが１つ減る!?クラインガルテンからの気づき｣ 

大和商業研究所代表 一般社団法人心学明誠舎 

専務理事 清水 正博様 

 

会員 山本 裕之様 

 

㈱ペルレ京都  

代表取締役 奥 広子さん 

会員 道端 進様 

ﾛｰﾀﾘｰ青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（RYLA）参加者  

㈱京繊 小田耕司様,青少年委員長 藤村和正会員 

「リン（Ｐ）の話」 

「たゆまず、屈せず、再挑戦。」 

-新入会員スピーチ- 

-新入会員スピーチ- 「自己紹介」 西川 治彦様 

「『アイタタタッ』から５年後は『ルンルンに♪』」 

「理事退任挨拶Ⅰ」 

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 

京都市立芸術大学音楽学部の学生3名 

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 

青少年奉仕委員会 委員長 川岸 右文会員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

衆議院議員 北神 圭朗様 

クラブ管理運営担当理事 小中 達磨様、奉仕プロジェクト担当理事 

山仲 修矢様、クラブ会員増強担当理事 西田 賢央様 

＊ビジター受付はありません。 

クラブデー 

「シンキングボウルについての話と実験 

       ～シンキングボウル演奏～」 

シンキングボウル・ヒーリングサロン「京一倫」主宰 

山田 恵子様 

柔道整復師、鍼灸師 西川 智之様 

「ＲＹＬＡ報告」 

㈱小西美術工藝社  代表取締役社長 デービッド・アトキンソン様 

「退任挨拶」 理事・役員 

プロ野球解説者 達川 光男様 

＊ビジター受付はありません。 

（株）サンユー 代表取締役社長  酒井 英明会員 

会長 小山 正博様 他参加者 


