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Vol.２６－４４ 

２０１６年６月１８日 



 ２０１６年６月１８日（土）  第１２６８回例会  Vol.４４ 

１．６月１１日（土）規定審議会・地区報告会が開 

 催されました。千田会員と内山会員が出席されま 

 した。 

２．６月１２日（日）芦屋川ＲＣのホストで「第 

 １９回 川クラブ友好の集い」が開催されまし

 た。７名の会員が出席しました。 

３．６月１２日（日）青少年交換派遣学生歓送会が

 開催されました。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した。 

４．６月１６日（木）稲掛会長・吉田幹事が熊本県地震

 義捐金（１５万円）を京都新聞社に届けました。 

５．６月１７日（金）第３回京都市内２４ＲＣ合同

 幹事会が開催されました。内山会員と太田会員が

 出席されました。 

６．６月２３日（木）の例会は休会です。 

７．６月２５日（土）「左阿彌」において、年度末

 会員懇親会が１８時より開催されます。 

８．６月３０日（木）現次年度クラブ協議会開催の

 ため終了時間が延長になります。 

例会プログラム 

 

開会点鐘                                      18：30        

  国歌 「三民主義」「君が代」 

  ロータリーソング 「奉仕の理想」 

   来賓紹介 

  各クラブ紹介 

    各クラブ会長挨拶 

閉会点鐘 

懇親会       19：00 

    歌の合唱「花は咲く」 

  来賓挨拶 

  祝宴 

  余興 丸山バンド演奏 

  ロータリーソング「手に手つないで」 

閉会の言葉 

 

 「RYLA報告」  

  

2015-16年度 

RYLA受講生             

株式会社 京写  

德田  篤様 

 

第１９回『川クラブ友好の集い』の報告 
 

 

日 時： ２０１６年６月１２日(日曜日)  

 午前１０時 集合 

参加クラブ：粉河ＲＣ(2640地区)   5名 

      橋本ＲＣ(旧橋本紀ノ川ＲＣ会員)1名 

      芦屋川ＲＣ(2680地区)  10名 

      川西猪名川ＲＣ(2680地区)   2名 

      西宮夙川ＲＣ(2680地区)    1名 

      岡山旭川ＲＣ(2690地区)    8名 

      京都桂川ＲＣ(2650地区)    7名 

 (稲掛会長、万殿、森、田中、谷口、 

  徳田、上原、各会員) 

行 程：  

 集合場所のホテル竹園芦屋をバスで出発し、

谷崎潤一郎記念館で学芸員から、芦屋を舞台に

独自の世界を描き続けた谷崎文学の真髄につい

て解説を受けた。そこから隣接する芦屋市立美

術博物館では、芦屋で誕生した前衛美術グルー

プ具体美術協会のモダンアートの作品群につい

て解説を受けながら鑑賞した。つづいて、芦屋

ＲＣ会員が経営されているクオリティの高い複

合型有料老人ホーム「Les芦屋」を見学した後、

NPO神戸外国人居留地研究会理事高木應光先生

による「白洲次郎～知られざる真実を追って

～」と題しての講演があった。芦屋で生まれ育

ち戦後は吉田茂の片腕として、戦後処理から高

度経済成長の礎に関わり活躍した白洲次郎の生

い立ちから波乱に満ちた生涯や人物像につい

て、数多くの資料を基に興味深くお話をされ

た。その後、昼食を頂きながら各会長の近況報

告や懇談をして親睦を深めた。 

 次回の世話クラブは創立50周年を迎えられる粉河 

 ＲＣが担当されることになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

友好委員長 上原従正 



第４回炉辺会合１班の報告 
 

開催日時 5月２8日（土）  

場 所 りょうりや 御旅屋  

出 席 者 千田 末永 内田 高橋 森 万殿 
 

高瀬川にかかる高辻橋のたもとで、第１班全員参加で

開催することができました。 

テーマの会員増強はやはり全員参加が重要、中川次年

度会長のリーダーシップに期待など色々な意見が出て

たいへん盛り上がりました。おいしいお料理とおいし

いお酒、ほんとうに楽しい会となりました。 

 

報告者 第１班リーダー万殿慎二 

 

【 】   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％ 

◇出席率報告◇  

出席率報告『６月９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２名 

５月２６日例会のMake-up後の出席率 ８８．０％ 

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 

【 】  小計 3,000円 今年度累計 286,000円 
目標額 400,000円 達成率 72％ 

BOXへ 稲掛 英男 

 

吉田  修 

・いよいよ札幌ですね、楽しみが目の 

 前です。 

◆地区内行事 

 ７月 ３日（日） 2016-17年度 会員増強・維持ｾﾐﾅｰ 

 京都商工会議所 13：00～17：00                                                                                                                             
◆クラブ内行事 

 ６月２３日（木） 休会 

 ６月２５日（土） 年度末会員懇親会 料亭 左阿彌 

  18：00～ 

 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 

 ７月 １日（金） 「社会を明るくする運動」啓発活動 

 阪急桂駅西口 １７：００～ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 543,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率81％ 

万殿 慎二 ・德田さんのスピーチ楽しみです。 

山本 拓生 ・德田篤さん スピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・德田様のスピーチ楽しみに。 

【ニコニコ箱】 小計 28,000円 今年度累計 1,151,000円 
目標額 1,300,000円 達成率89％ 

 

内田 勝彦 

・德田さんようこそ。本日はよろしく 

 お願いします。 

森  正廣 ・いよいよ来週北海道ですね。 

林  良訓 ・いよいよ札幌です。 

 

上原 従正 

・松尾会員 無事退院されリハビリに 

 励んでおられます。 

 

千田  適 

・舛添さんの話を聞くたびに情けなくな

 ります。 

出射 靖生 ・梅雨入りにしては雨量が少ないですね。 

 

内山 正元 

・飛鳥Ⅱに乗船してきました。 

 興味深い体験をしました。 

 

吉田  修 

・京写 德田篤様ごくろうさまでした。 

  ご活躍をお祈りします。 

 

稲掛 英男 

・㈱京写の德田篤様のスピーチ 

 楽しみに。 

BOXへ 末永  寛、児嶋 雄二、鎌野 孝和 

 

森  正廣 

・１２日は川クラブです 

 芦屋で会いましょう。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、千田  適 

末永  寛 ・林さん先日はありがとうございました。 

 

 

吉田  修 

・昨日、松尾さんから「元気で退院しま

 した！」と電話がありました。 

 おめでとうございます。 

【 】 小計9,000円 今年度累計 605,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 84％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

谷口 泰義 ・川クラブ友好の集い頑張ってきます。 

安田  勝 ・松尾さんの退院を祝して。 

万殿 慎二 ・松尾さんの退院おめでとうございます。 

 

山本 拓生 

・出射先生 お世話になりありがとう 

 ございました。 
次回例会 ６月３０日（木） 

クラブ・デー 

第６回クラブ協議会（年間総括） 

次年度第１回クラブ協議会（年間計画） 



●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～ 

-休会- 

会長 佐東 賢一様、幹事 浦谷 悟様、ＳＡＡ 北  篤人様 

６月１７日(金) 

６月２０日(月) 

18：30～ 

６月２１日（火) 

６月２２日(水) 

６月２３日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

各担当理事 

 「フルートとピアノによるクラシック音楽会いのちのコンサート」 

～現・次年度合同クラブ・アッセンブリー～ 

「退任挨拶」 

「第６回協議会 次年度のために」 

「演劇の感動」を届けるために～「生きる喜び」「人生のすばらしさ」を伝えたい～ 

新入会員スピーチ「自己紹介」 

理事・役員 

「退任挨拶」 

－最終例会-「退任挨拶」 

「退任挨拶」 

「世の中の体温をあげる 」 

「退任挨拶」 

-休会- 

「天王山勤王十七烈士顕彰会について」 

｢洛北鷹峰と吉野太夫」 

会員  佃  恭一様 

会長 岩橋 忠昭様、副会長 戸田 義高様、幹事 岡武 和暁様 

ＲＹＬＡ受講生 学校法人 瓜生山学園 幅上 莉子様 

会員 上田 朋宏様 

常照寺 住職 奥田 正叡様 

フルート 園城 三花様 

ピアノ 前田  扇様 

 

「ロータリー雑感」 

「退任の挨拶」 

「2015-16年度ＲＹＬＡに参加して」 

「一年を振り返ってⅠ」 

第５回クラブアッセンブリー 次年度第１回クラブアッセンブリー 

「退任挨拶」 

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 

劇団四季 関西営業部  

林  優花様 

会 員  津田 定明様 

理事・役員 

会長 佐藤 邦友様、幹事  平田   隆様 

＊ビジター受付はありません。 

「ガッテンできるか？おしっこの問題」 

「退任の挨拶」 会長 清水 章洋様 幹事 大森 剛様 ＊ビジター受付はありません。 

 

第５回クラブ協議会「退任挨拶」 

㈱スマイルズ  代表取締役  

東京代官山R.C.初代会長 遠山 正道様 

「スーパーサーズデー」 会長・会長エレクト・副会長・幹事 

 

京都シティ法律事務所 弁護士 京都洛西ＲＣ会員  嵯峨 法夫様 

理事・役員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 


