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 ２０１６年６月３０日（木）  第１２６９回例会  Vol.４５ 

１．６月２５日（土）年度末会員懇親会が開催され

 １７名参加いたしました。 

２．本日、現次年度クラブ協議会を行います。 

３．次週例会終了後、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６回クラブ協議会（年間総括） 

閉会点鐘           13:30   

 次年度第１回クラブ協議会（年間計画） 

次回例会 ７月７日（木） 

「就任の挨拶」 

   会長、会長エレクト、幹事、会計 

◆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  

 ７月 ９日（土） 職業奉仕担当者研修会 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都    13：00～16：00 

 ７月１０日（日） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ夏季研修結団式並びに事前 

 研修会 京都ﾃﾙｻ 13：00～16：30   

 ７月１４日（木） 2016学年度 米山奨学生 京都祇園祭
 体験会㈱京繊「京都さがの館」13：00集合 

 ７月２３日（土）米山奨学生集会及び懇親会 

 からすま京都ﾎﾃﾙ 16：00～19：00                                                                                                                             
◆クラブ内行事 

 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～ 

 

 

会員誕生日お祝い 

１０日 上山泰弘会員   

２５日 林 良訓会員 
 

創業記念日お祝い 

 １日 松尾義平会員 ㈱京都市花き総合流通ｾﾝﾀｰ 

 １日 髙橋英明会員 ㈱髙橋ビル   

 １日 太田勝彦会員 太田建工㈱ 

 
 

退任ご挨拶 
 

京都桂川ロータリークラブ 

会長 稲掛 英男 
 

 本日をもって会長を退任いたします。 

会員ならびにご家族の皆様、そして事務局の協力の

おかげで１年間を全うできましたことに心からお礼

を申し上げます。 

 会長職を務めて思うことは、私達のクラブ全員の

協力があってはじめて、一つひとつの奉仕活動が実

行できるということであります。 

あらためて深く感謝申し上げます。 

 実は、私が会長エレクトの時、家内が入退院を繰

り返しておりましたので、次年度の会長をお断り

しょうと思っていました。しかし、家内から“私の

ことで、即ち私が原因で会長の責任を果たせない、

ということがないようにしてください”と言われて

いました。そしてまた私は、吉田 修さんに“会長

を引き受けた時にはぜひ幹事をお願いします”とも

伝えていました。 

かくして病床からは家内の叱咤激励を、例会に来ては

吉田幹事の力強い応援を得て会長の任務に就くこと

になったのでございます。吉田さんには、会の進行

からなにからなにまで教えていただいて、なんとか

会長職を果たせたように思います。 

 思い返せば、昨年１１月に台湾三重中央ＲＣの 

記念例会に出席の際には、新婚旅行以来何十年ぶり

の海外旅行で、パスポートの申請時には“初回”で

申請しました。 

最初は不安でしたが、台湾とは深いつながりのある

松尾会員をはじめ会員各位の誘導で、無事に台湾で

の記念例会を終えることができました。 

 また、その時、児嶋国際奉仕委員長が“一度、 

三重と札幌と桂川の３クラブで合同例会をやって 

みようや”と思わず口をついて出た、このことが

きっかけで先々週６月１８日・札幌においてロータ

リークラブとしては初めての３クラブ合同例会が開

催されました。このことは、私の会長年度で最も 

印象に残る奉仕事業となりました。遠路、ご出席 

いただいた会員およびご家族の皆様に、心からお礼

を申し上げます。 

一年間会長を務めさせていただき、京都桂川ロータ

リークラブの会員で本当に良かったと思いました。

桂川ロータリークラブの皆様、一年間本当にありが

とうございました。 

  



 

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

札幌合同例会報告 

幹事 吉田 修 
 

 ６月１８日（土）札幌において、三重中央RC・札幌真駒内RC・京都桂川RCの合同例会が行われました。 

参加者は、稲掛会長、林副会長、中川エレクト夫妻、吉田幹事夫妻、児嶋会員、田中会員夫妻、森会員、出射

会員（令嬢真由美様）山本会員、末永会員夫妻、上原会員夫妻、上山会員、内田会員夫妻、太田会員夫妻、 

万殿会員、王会員夫妻、谷口会員、徳田会員、ノムルンさん、古畑さんの２９名でした。（うち会員18名） 

前日から行く組や別便で行く組もありましたが、多くは当日の伊丹8:25－千歳

10:10のJAL便で北海道入り。19人が同乗したこの組は、札幌に向かう途中で 

ジンギスカンのバイキングをいただき、小樽へ。

運河をバックにパチリと記念撮影。あとは思い 

思いに街を散策。再び車中の人となり16:30ジャス

マックホテルへ。上原・末永・内田会員夫妻と 

ここで合流。身支度を整えて18:00例会場のある 

ライフフォート札幌へ。桂川のメンバーが、一番

遅い到着？とかで、少し驚く。森会員、万殿会員、上山会員、山本会員ともここ

で合流。これでメンバー勢揃いで、幹事はひと安心。 

18:30 台湾から33名、桂川から29名、札幌から25名、地区から10名の参加を得て、歴史的な3クラブ合同例

会の点鐘であります。カーン。 

「君が代」・「奉仕の理想」を斉唱したあと、台湾三重中央、京都桂川、札幌真駒内の順で会長挨拶。台湾は

林会長が欠席のため、代わって会長エレクト（DAVID）が挨拶。続いて稲掛会長。いつものゆっくりとした

口調で始まった挨拶は、最後に「今宵ひととき、国やクラブの垣根を越えて、友情と親睦に満ち溢れた時間が

過ごせますよう心から希望してご挨拶といたします」と結び、会場から賛同と同意の大きな拍手が起きまし

た。札幌真駒内RC山田会長の熱烈歓迎の挨拶のあと、三重中央RCから、今回の熊本地震に対して多額の寄付

が贈呈されました。拝受者は、RI2510地区ガバナー嵯峨義輝氏でした。 

受領した後の嵯峨ガバナーのお礼の挨拶は、溌剌とした立ち居振る舞いもさることながら、話の内容、展開と

もに“素晴らしい！”と感服いたしました。これを聞いただけでも札幌に来た甲斐があった？。例会の最後は

稲掛会長の閉会点鐘。続いて懇親会に移り、冒頭、台湾日本共通の歌「東日本大震災復興支援ソング“花は咲

く”」の大合唱がありました。そして、再び来賓あいさつでマイクを握った嵯峨ガバナーの親睦と友愛にあふ

れる挨拶で、会場は一気に友好ムードが広がり、あちこちで友情交換をする光景が見られました。 

 そして、まさに宴たけなわ「手に手つないで」を歌いながら、手とともに日本台湾の友好の心をつないで、

別れを惜しみつつ札幌の街に散っていきました。 

 結びに、今回の合同例会成功のために、事前打ち合わせ、滞在ホテルの手配、航空券の手配など、諸事万端

ぬかりなく準備をしていただいた児嶋国際奉仕委員長・林友好クラブ副委員長に深甚の謝意を捧げます。 

 （追記）翌19日早朝からゴルフに出掛ける組、札幌市内観光する組、利尻島観光ツアーに出掛ける組、函館

観光で南下する組、富良野に出掛ける人、別海町に旧交をあたために出掛ける人など、「この機会に」と各方面

に足を伸ばし初夏の北海道を満喫して、最終21日には帰洛いたしました。 

 
 

 

 

 



●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) 

第１回クラブ協議会「理事・役員・就任挨拶」 

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～ 

「理事・役員就任挨拶」 

 

会長 上田  昇様 

７月１日(金) 

７月４日(月) 

18：30～ 

７月５日（火) 

７月６日(水) 

７月７日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

会長、副会長、幹事、会計、クラブ研修リーダー 

「新年度にあたって」 

～会長・幹事就任挨拶～ 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

会長 太田 晴章様、幹事 光本大助様、ＳＡＡ 花木 隆三様 

「所信表明」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「共結来縁-共に来縁を結ばん-」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶①」 

「本年度活動方針」 

「新年度を迎えて」 

会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督 

会長 渡辺 剛士様、副会長 中村 弘吉様、幹事 清水 泰博様 

理事・役員 

 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

会長・副会長・幹事・会計・S.A.A. 

会長、副会長、会計、ＳＡＡ、幹事 

「新役員挨拶 自己紹介・今年度抱負」 

「就任の挨拶」 

「就任挨拶」 

「新年度を迎えてⅠ」 

「役員就任挨拶」 

「会長・幹事 就任挨拶」 

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 

松田 良信会長、原  裕二幹事 

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 

会長 小森 繁男会員 幹事 髙野 中也会員 

会長 梶野 興三様、幹事 依田 純三様 

会長・副会長・直前会長・幹事・会計・ＳＡＡ 

会長 林  甫様、幹事 辻井  博様 

 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 会長 西野 廣好様、副会長 桑田 智照様、幹事 川波 彰様 

 

「来賓スピーチ」 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 平井 義久様 

2016-17年度 会長 松浦 俊海様 

「就任あいさつ」 理事・役員 

会長、副会長、幹事、会計、ＳＡＡ 

会長、副会長、会計、幹事 

小島 裕史会長、下條 正人幹事 

会長 堀越 秀郎様、幹事 田中 雅弘様 


