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 ２０１６年６月９日（木）  第１２６７回例会  Vol.４３ 

１．６月４日（土）2016-17年度クラブ広報委員長 

 会議が開催されました。中川会長エレクトと森 

 次年度広報委員長が出席されました。 

２．６月１１日（土）ホテルグランヴィア京都に

 おいて規定審議会・地区報告会が開催されます。 

 千田会員と内山会員が出席されます。 

３．６月１２日（日）北ビワコＨグラツィにおいて

 青少年交換派遣学生歓送会が開催されます。鎌野

 青少年交換委員長、山本咲良さん、山本会員夫妻

 が出席されます。 

 

日 時 2016 年６月２日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、林、中川、千田、吉田、田中、森、出射 

    鎌野、髙橋、内田、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１９回川クラブ友好の集いの件 6/12（日） 

４．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） 

５．第６回クラブ協議会について 6/30（木） 

６．青少年交換について 

７．年度末会員懇親会について 

８．社会を明るくする運動 協力金  

９．新入会員承認について 

10．その他 

 ・熊本地震義捐金の件 

例会プログラム 

日 時 2016 年６月２日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、内田、林、稲掛、山本、田中、 

  瀬田、末永、髙橋、万殿、森の各会員 
 

 議 事 

１．創立２７周年記念例会について 7/23（土） 

２．C.L.P.委員会構成（案）について 

３．会長テーマ並びに会長所信とクラブ運営について 

４．次年度例会運営について（会場設営・表敬訪問） 

５．第一例会の手順について 

６．次年度予算（案）について 

７．次年度上半期会費について 

８．１回クラブ協議会について 6/30（木） 

９．１回クラブ討論会について（ｸﾗﾌ゙ 管理運営）7/28（木） 

10．インターアクト夏季研修について 

11．大森名誉会員について 

12．その他 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

  今日の歌「夏の思い出」 

  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 

 「RYLA報告」   

  2015-16年度RYLA受講生             

  ㈱京写  德田  篤様 

閉会点鐘       13:30 

第４回炉辺会合５班の報告 
 

開催日時 ５月１２日（木） 午後６：００～８：００ 

開催場所 寺町錦上る「ウイズユー」 

（スター食堂グループ） 

参 加 者 内山正元、林良訓、徳田正彦、田中守 

     （欠席２名） 

 先ずは京都流“日本酒”での乾杯。そして冷えたビー

ルで喉を潤し、美味しい料理と美酒をいただきながら、

経済、政治の話。そして今回のテーマ「新年度に向けて

の会員増強」について。現在多数の候補者が期待できそ

うだと心強い会話で盛り上がり、時の経つのも忘れ楽

しい時間を過ごすことができました。 

（報告者・田中 守） 

 

「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 

  

 ｢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       

次年度ＩＭのインフォメー

ションに来られた京都 

西山RCの亀谷 暁英様と 

原田 正雄様 



 

【 】   小計   0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％ 

【 】 小計6,000円 今年度累計 596,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 83％ 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

出射 靖生 ・柴田様、御苦労様です。 

吉田  修 ・ノムルンさんお元気？ 

◇出席率報告◇  

出席率報告『６月２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３名 

５月１９日例会のMake-up後の出席率 ９２．３１％ 

次回例会 ６月１８日（土） 

「三重中央RC・札幌真駒内RCとの合同例会」 

   於：北海道 ホテルライフフォート札幌 

【 】  小計 8,000円 今年度累計 283,000円 
目標額 400,000円 達成率 71％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、鎌野 孝和 

森  正廣 ・映画「ロクヨン」後編が楽しみ。 

◆地区内行事 

 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 

【ニコニコ箱】 小計 40,000円 今年度累計 1,123,000円 
目標額 1,300,000円 達成率86％ 

 

 

稲掛 英男 

・ＲＩ第2650地区青少年交換委員長 

 長浜ＲＣ会員 柴田正明様をお迎え  

 して。 

千田  適 ・稲掛会長あと１か月頑張って下さい。 

児嶋 雄二 ・柴田様のスピーチ楽しみに！ 

田中  守 ・柴田様お世話になります。 

鎌野 孝和 ・柴田様のお話を楽しみに。 

 

藤井文治郎 

・柴田正明様 今日はお世話になり 

 有難うございます。 

安田  勝 ・柴田様お疲れさまです。 

吉田  修 ・柴田正明様をお迎えして。 

德田 正彦 ・好天気が続きますね。 

 

谷口 泰義 

・のどが悪くて声が出にくいですが 

 カンニンして下さい。 

京都西山ＲＣ 

亀谷 暁英様 

原田 正雄様 

・ＩＭのインフォメーションにお伺い

 しました  

地区青少年 

交換委員長 

柴田 正明様 

・本日は卓話にお招きいただき 

 ありがとうございます。 

 

森  正廣 

・２８日（土）の炉辺のあと、久しぶりに 

 ２軒行きました。寝ることなく！ 

 

出射 靖生 

・オバマ大統領の広島訪問 

 多くの人に感動を与えた様ですね。 

中川 俊夫 ・北海道、行方不明の子供発見はまだか？ 

太田 勝彦 ・社会のために。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 529,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率79％ 

 

 

吉田  修 

・本日、理事役員会です。 

 よろしくお願いします。多分最終

 です。 

末永  寛 ・柴田さんのお話しを楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、德田 正彦、田中  守 

 

 

上原 従正 

・「ロータリーの友」６月号に「川クラ 

 ブ友好の集い」の寄稿が掲載されて 

 います。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

今日の歌   

 「夏の思い出」  
 

作詞 江間章子  作曲 中田喜直   
 

夏がくれば思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧のなかにうかびくる 

やさしい影 野の小径（こみち） 

水芭蕉の花が咲いている 

夢見て咲いている水のほとり 

石楠花（しゃくなげ）色にたそがれる 

はるかな尾瀬 遠い空 



 

 

台湾三重中央ＲＣ・札幌真駒内ＲＣとの合同例会 
 

日程： ６月１８日（土）～１９日（日）、２０（月） 

 

参加者： 会員１８名、ご家族９名とノムルンさん、事務局の合計２９名 

 

 

 

 

   

６月１８日（土） 集合場所：伊丹空港 ＪＡＬ受付カウンター ＡＭ７時３０分 

 

  ＪＡＬ2001 伊丹空港（8：25）→ 千歳空港（10：10）→ 札幌ビール庭園（ジンギスカン）→  

  小樽 ショッピング（13：30～15：00）→ ジャスマック（16：00） 

 

 昼食＆観光参加者：会員１１名、ご家族６名とノムルンさん、事務局  

 

 

 

 

 ３クラブ合同例会（於：ホテルライフフォート札幌） 

 １７：００ 受付担当者集合 

 １８：００  受付開始 

 １８：３０  例会開始 

   来賓紹介 

   各クラブ紹介 各クラブ会長挨拶 

 １９：００  懇親会 

   合唱 「花は咲く」 

   来賓挨拶 

   祝宴 

   札幌真駒内RCのメンバーによる演奏 

 ２１：００   終宴 

  

６月１９日（日） 

 ゴルフ組  桂ゴルフ倶楽部  

 観光組  札幌真駒内ＲＣのメンバーとともに行動。 

 ＪＡＬ2016 千歳空港（ 17：55）→ 伊丹到着（19：50） 

 

 

 

 

 

 

６月２０日（月） 終日自由行動 

 ゴルフ組  クラークカントリークラブ 

 ＪＡＬ2016 千歳空港（17：55）→ 伊丹到着（19：50） 

 

 

林会員、出射会員、出射真由美さん、稲掛会員、児嶋会員、万殿会員、森会員、中川夫妻、 

太田夫妻、末永夫妻、田中夫妻、谷口会員、德田会員、内田夫妻、上原夫妻、上山会員、王夫妻、 

山本会員、吉田夫妻、ノムルンさん、古畑 

林会員、出射会員、出射真由美さん、稲掛会員、児嶋会員、中川夫妻、太田夫妻 

田中夫妻、谷口会員、德田会員、王夫妻、吉田夫妻、ノムルンさん、古畑 

・ゴルフ組（児嶋、林、中川、上山の各会員、太田夫妻） 

・観光組（稲掛会員、内田夫妻、山本会員、万殿会員、ノムルンさん、事務局） 

・その他（出射会員＆出射真由美さん、森会員、中川夫人、末永＆上原夫妻、 

     田中夫妻＆德田会員＆谷口会員＆王夫妻、吉田夫妻） 

＊例会では、ガバナーも出席されますので 

 ネクタイ着用でお願いします。 

（参加予定人数：台湾３３名、札幌真駒内

２５名、地区１０名、桂川２９名） 

林会員、児嶋会員、中川夫妻、田中夫妻、谷口会員、德田会員、王夫妻 

林会員、出射会員、出射真由美さん、 

稲掛会員、児嶋会員、万殿会員、森会員、 

中川夫妻、太田夫妻、末永夫妻、田中夫妻、 

谷口会員、德田会員、内田夫妻、上原夫妻、 

上山会員、王夫妻、山本会員、吉田夫妻、 

ノムルンさん、古畑 



●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) 

京都府議会議長 植田 喜裕様 

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～ 

「次年度第１回クラブ・アッセンブリー」 

野呂 輝夫様、福川 雅之様、木村雄太郎様 大前 徹夫様 権  五明 様 

６月１０日(金) 

６月１３日(月) 

18：30～ 

６月１４日（火) 

６月１５日(水) 

６月１６日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

会員 澤井 和興様、長瀬 護様、大野 嘉宏様 

-イニシエーションスピーチ-「遺言作成の留意点」 

～理事・役員退任挨拶～ 

「地域と歩む鉄道文化拠点-京都鉄道博物館 -」 

-会員スピーチ- 

第6回アセンブリー 年次活動報告・次年度申送り 

「スタンダードジャズと優しいオペラ」 

総本山 知恩院布教師会 会長 中村 晃和様 

「創立40周年記念式典慰労夜例会」 

ヤレヤレ例会 例会時間臨時変更 

-追悼例会-「故 北川武彦君を偲んで」 

-新会員スピーチ- 

「退任挨拶」 

新会員スピーチ 

「PM2.5」 

｢京都洛北に見る朝鮮通信使の足跡について」 

ソプラノシンガー みお様  

ジャズピアニスト 渡辺 史公様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「退任挨拶」 理事・役員 

会員 伊藤 南山様 

東京藝術大学 美術学部 付属古美術研究施設 

非常勤講師 片山 真理子様 

会員 大河内由紀様 

田中 裕芳会員  原田孝一朗会員 

「健康な髪の毛を保つ方法」 

新入会員歓迎会・ﾔﾚﾔﾚ会開催の為、例会日時・場所臨時変更 

「情報集会報告」 各リーダー 

「現代社会と仏法」 

「現在のカルト問題 

理事退任挨拶Ⅱ 

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 

15-16年度理事・役員 

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 

各委員会 委員長 

大阪府立大学工学研究科 名誉教授  足立 元明様 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 

公共イメージ担当理事 市村 寿朗様、ロータリー財団担当理事  

田平 義昭様、米山記念奨学会担当理事   林   甫様 

 

「器は料理の着物（魯山人の言葉）」 

「京都市の文化財保護について」 京都市文化市民局文化芸術都市推進室  

蔵文化財 係長 馬瀬 智光様 

玄照寺 住職 瓜生 崇氏様 

「議長に就任して」 

橋詰 秀彦様、三嶋 吉晴様 

「退任挨拶」 会長・会長エレクト・副会長・幹事 

青山 秀樹様、田中 敦様、山藤 哉様、吉山 裕基様 

＊ビジター受付はありません。 

 レイソー・ジャパン㈱ 代表取締役 藤本 佳子会員 

京都鉄道博物館 副館長 飯田 稔督様  


