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 ２０１５年７月９日（木）  第１２２６回例会  Vol.２６－２ 

１．７月１２日（日）青少年グループ合同会議が

 京都ホテルオークラにおいて開催され、内田青

 少年奉仕委員長、太田インターアクト委員長が

 出席されます。 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「琵琶湖周航の歌」 

  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 

  寄付報告 

スピーチ                                       13:00 

   「就任の挨拶」 

会計、SAA、各理事 

閉会点鐘       13:30 

例会プログラム 

   「就任の挨拶」 

     

日 時 2015 年 7 月 2 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、林、中川、吉田、田中、一口、森、鎌野 

  髙橋、内田、児嶋、万殿、内山、末永の各会員 

 議 事 

１．前回議事録の確認 

２．上半期会費納入状況 

３．７月２６日創立２６周年記念例会および 

ウェルカムパーティーについて 

４．第２回クラブ討論会について（青少年）8/20 

５．第１回炉辺会合について 

６．山田芳弘会員休会届について 

７．ＩＭについて 8/22（土） 

第４回炉辺会合５班の報告 
 

日 時： ６月２７日(土) 午後６時～９時 

場 所： 『てんぷら松』 

メンバー： 太田勝彦、末永寛、松尾義平、上原従正。 

テーマ： 「この１年を振り返って」 

 

 愛宕山と嵐山の遠景を望み、目前の桂川の清流を眺めなが

ら、酒杯を重ねて創立２５周年を迎えたわがクラブの奉仕活動を

振り返ったり、次年度に向けての

各自の活動への抱負などを話し

合った。話が盛り上がるにつれ

最近の社会状勢や関心事につ

いても色々な議論しながら時が

過ぎた。 

報告：上原従正 

稲掛会長 林副会長 

中川会長ｴﾚｸﾄ 吉田幹事 

前年度ﾎｰﾑｸﾗﾌ1゙00％出席者表彰 Make-up後100％出席者表彰 

  

 「社会を明るくする運動」啓発活動 
 

 7月1日（水）、阪急桂駅にて 

「社会を明るくする運動」 

 啓発活動が行われました。 
 

 参加者：德田、末永、山本、 

      万殿の各会員 

第４回炉辺会合２班の報告 
 

日 時：６月２７日（土）１８時から 

場 所：「ひろ」 

参加者：安田、徳田、吉田、森、内田 

 （欠席：林）の各会員 

 
夕闇・・・未だ迫らぬ物集女街道の辺、ウエスティー前

の素人料理「ひろ」に集いし酒豪２人とあまり飲めない

３人、計５人による本年度最後の炉辺会合は、ドカーン

と盛られた鱧の湯引きから始まった。 

森２５周年実行委員長同席のおかげで、記念の各事業を

振り返り、また、千田会長の統率力よろしく、充実した

一年を過ごすことができたことを喜び合いました。かな

り出来上がった頃、辺りはようやく暮れはじめ、酔うほ

どに楽しい歓談が続き、鱧づくしを堪能して２０時解散

しました。 

表に出たところで、

林会員から「欠席ご

めん」の電が入りま

した。 

残念！ 

報告：德田正彦 

 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ７月１６日（木） 
  

クラブデー 

第１回クラブ討論会（クラブ管理運営） 

【ニコニコ箱】 小計 52,000円  今年度累計 52,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 4％ 

 

稲掛 英男 

・賛西会の会長 幹事様 

 御出席ありがとうございます。 

 

吉田  修 

・表敬訪問に来訪の皆様 

 ありがとうございます。 

安田  勝 ・稲掛執行部の門出を祝して。 

千田  適 ・稲掛さん、頑張って下さい。 

藤井文治郎 ・稲掛丸の船出を祝して。 

 

德田 正彦 

・稲掛会長、吉田幹事  

 今年度１年、御苦労様です。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】  小計    0円  今年度累計     0円 
1人当たり2,000円以上  目標額 40,000円 達成率 0％ 

鎌野 孝和 ・新年度にあたって。 

上原 従正 ・稲掛丸の出港を祝して。 

 

万殿 慎二 

・稲掛会長、吉田幹事１年間よろしく 

 お願いします。 

松尾 義平 ・稲掛会長 吉田幹事１年間よろしく。 

 

森  正廣 

・稲掛さん、吉田さん 

 １年間よろしくお願い致します。 

末永  寛 ・稲掛会長、吉田幹事１年間よろしく。 

児嶋 雄二 ・会長 幹事ご苦労様です。 

 

谷口 泰義 

・稲掛会長、吉田幹事、役員の方々 

 一年間よろしくご指導下さい。 

 

内山 正元 

・稲掛会長、吉田幹事、一年間ご苦労様 

 です。  

林  良訓 ・稲掛丸の船出を祝して。 

 

出射 靖生 

・会長、幹事を始め理事、役員の皆さん 

 １年間よろしく。 

◆地区内行事 

７月１２日（日） 2015-16年度青少年グループ合同会議 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 12：30受付 13：00～ 

７月２５日（土）米山奨学生集会及び懇親会 

 からすま京都ﾎﾃﾙ 13：30受付 14：00～ 

  ７月２６日（日）ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 

 第2650地区RLIﾊﾟｰﾄⅠ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00 

  ７月２６日（日） 職業奉仕担当者研修会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 

 12：30受付 13：00～16：00 

 ◆クラブ内行事  

  ７月２５日（土）三重中央ＲＣウェルカムパーティー 

  ７月２６日（日）創立26周年記念例会 

◇出席率報告◇  

出席率報告『７月２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（７名） 出席者 ２６名（４名）９６．３０％ 

ご来客  １２名 

６月１８日例会のMake-up後の出席率 ８９．２９％ 

 

髙橋 英明 

・稲掛会長、吉田幹事 １年間よろしく 

 お願いします。 

中川 俊夫 ・祝 決勝進出 なでしこＪＡＰＡＮ。 

一口 茂樹 ・一年間よろしくお願いします。 

BOXへ 岸上 隆幸、上山 泰弘 

 

千田  適 

・本日中途退席します。 

 申し訳ありません。 

 

 

 

稲掛 英男 

・桂川ロータリーの「個性」と皆様から 

 「憧れ」をもたれるようなクラブを 

 目指しましょう。 

 よろしくお願い致します。 

 

森  正廣 

・株主総会終りました。４６人の出席で

 盛り上りました。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計16,000円 今年度累計 16,000円 
 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率 2％ 

藤井文治郎 ・２週連続欠席おわび。 

 

田中  守 

・稲掛会長 吉田幹事 お世話になりま

 す。 

BOXへ 上山 泰弘、鎌野 孝和 

松尾 義平 ・今年はゆっくりさせて頂きます。 

 

吉田  修 

・いよいよ新年度よろしくお願いしま

 す。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計  5,000円  今年度累計  5,000円 
目標額 400,000円 達成率 1％ 

 

内山 正元 

・きわどい勝ち方でしたが、なでしこ

 ＪＡＰＡＮが決勝に進みました。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、吉田  修 

松尾 義平 

 今日の歌   「琵琶湖周航の歌」 

小口 太郎作詞 吉田 千秋作曲 

われは湖
うみ

の子  さすらいの 

旅にしあれば  しみじみと 

のぼる狭霧
さ ぎ り

や さざなみの 

志賀の都よ いざさらば 

【米山奨学会箱】 小計 18,000円 今年度累計 18,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 2％ 

 

稲掛 英男 

・理事・役員の皆様、クラブ会員の皆様 

 今年度よろしくお願い致します。 

BOXへ 松尾 義平、岸上 隆幸、千田  適 

上山 泰弘、鎌野 孝和、吉田  修 

 

德田 正彦 

・千田前会長、万殿前幹事 

 １年間大変ご苦労様でした。 

田中  守 ・今西幹事 本日はありがとうございます。 

出射 靖生 ・早退及び理事会欠席おわび。 



ｸﾗﾌﾞ法理理事 中嶋 克美様、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・社会奉仕理事  

手塚 石雲様、 会員増強理事 松井 信五様 

●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

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) 

各委員会委員長 

越川 哲也様  梶野 興三様  津田 定明様 

NPO法人京都いえのこと勉強会 理事長 木本  努様 

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】 

【全日空Ｈ】 

【全日空Ｈ】 

【全日空Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【向日神社】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【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】 

【ﾛｲﾔﾙH&ｽﾊﾟ】 

18：30～ 

「第２回クラブ・アッセンブリー」 

 

京都モーニングＲＣ 久保 義信様 

青少年奉仕委員長 権 五明様   SAA 北  篤人様 

7月１０日(金) 

7月１３日(月) 

18：30～ 

7月１４日(火) 

7月１５日(水) 

7月１６日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

若山 俊一様  小中 達摩様  櫻田 憲司様 

「ガバナー公式訪問所感」 

～理事・役員就任挨拶～ 

「理事役員就任挨拶」 

創立記念例会「盲導犬と暮らす毎日」 

第１回アセンブリー 年次活動方針 

「ガバナー公式訪問所感」 

会長エレクト・副会長・各理事 

「所信表明」 

「祇園祭のみどころと後祭の復活」 

りそな銀行 京都・滋賀営業本部長 植村 知之様 

「就任挨拶」 

「今年度の活動方針」 

「就任挨拶」 

 「古都京都の文化財防火」 

「本年度活動方針」 

「日本の文化は竹から」 

R.I.第2560地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

公益財団法人 祇園祭山鉾連合会 理事長 吉田幸次郎様 

 

京都市消防局長 消防司監 杉本 栄一様 

三木竹材店副代表 三木 崇司様 

 

2015-16年度 R.I.第2560地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

理事・役員 

ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ 学芸員 岡田 秀之様 

「挨拶 自己紹介・今年度抱負」 

「りそな改革の歩み」 

「創立２７周年記念例会」 

「新年度を迎えてⅡ」

「京都洛東ＲＣ西村新会長へのエール」 

「代表取締役主夫でした」 

「同じ年の天才絵師 若冲と蕪村」 

「マイナンバー制度導入迫る！－あなたの会社の準備は大丈夫？-」 会員 村田 純江様 

「低線量放射線の影響と福島の今」 

「理事・役員就任挨拶」 

各新委員長 

（公財）ﾙｲ･ﾊﾟｽﾄｩｰﾙ医学研究ｾﾝﾀｰ 基礎研究部 宇野賀津子様 

各担当理事 

中野博美様 平野裕之様 中川久公様 三好正晃様 上原晋作様 

桂  文太様 

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 


