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【姉妹クラブ】  台湾三重中央ロータリークラブ 

【友好クラブ】  札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱ＩＡＣ】  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 



 ２０１５年７月１６日（木）  第１２２７回例会  Vol.２６－３ 

１．７月２５（土）「六盛」において台湾三重中

 央RCウェルカムパーティーが行われます。

 三重 中央ＲＣよりＪＩＭ会長をはじめ４名、 

 桂川ＲＣよ り稲掛会長、林副会長、吉田幹事

 出射親睦委員長、松尾会員が参加致します。 

２．７月２５日（土）米山奨学生集会及び懇親会に

 万殿米山委員長とノムルンさんが出席されます。 

３．７月２６日（日）創立２６周年記念例会を京

 都センチュリーホテル「瑞鳳の間」において 

 １８時受付、１８時半より開催いたします。 

４．７月２６日（日）ロータリー・リーダーシッ

 プ研究会 RLIパートⅠ研修会が京都文教学園に

 おいて行われます。 

 中川会長エレクトが出席されます。 

５．７月２６日（日）職業奉仕担当者研修会がメ

 ルパルク京都において行われます。 

 髙橋職業奉仕委員長が出席されます。 

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１回クラブ討論会（クラブ管理運営） 

閉会点鐘       13:30 

例会プログラム 

第４回炉辺会合４班の報告 
 

日 時：６月２５日（木）午後６時から 

場 所：「井傳」 

メンバー：鎌野、稲掛、岸上、中川、王、千田の各会員 

テーマ：「この１年を振り返って」 
 

 奇しくも、私（千田）と次年度会長の稲掛会員と次年度

エレクトの中川会員が揃いました。稲掛会員は、次週から

の会長のお仕事開始を目前にか

なり緊張のご様子でした。 

会合のテーマ「この１年を振り

返って」は何処へやら。専ら世

間話に花が咲き楽しい一時を過

ごすことができました。 

      報告者  千田 適 

  

 「就任の挨拶」 

     
田中会計 一口SAA 

森ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 鎌野奉仕ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ委員長 髙橋職業奉仕委員長 

上山社会奉仕委員長 太田広報委員長 万殿R財団米山委員長 

会員誕生日お祝い  ７月おめでとうございます 

  ６日 德田正彦会員     １３日 内田勝彦会員 

会員夫人誕生日お祝い 

  ４日 上原従正会員夫人  栄子様 

   １９日 山田芳弘会員夫人 眞沙子様 

 ２３日 末永 寛会員夫人 千津子様 

 ２６日 森 正廣会員夫人 美代子様       

結婚記念日お祝い 

 ２５日 王  杲会員 

創業記念日お祝い 

  １日 山田芳弘会員  山田紙業㈱ 

 ２０日 瀬田保二会員 ㈱賛交社 

 創立25周年記念事業  

 時計台目録贈呈式 
 

日 時 平成２７年７月７日（火） 

 午後４時より 

場 所 京都市役所 応接室 

参加者 京都市 門川京都市長、藤原建設局長 

    横木道路建設部長 

    小川事業促進担当部長 

 京都桂川RC 中川・近藤・森・末永・鎌野 

      万殿・吉田の各会員 
 

内 容 阪急洛西口駅前に時計台を寄付する件に 

 つき、この度目録の贈呈式を行いました。 

 中川副会長より門川市長に目録を贈呈する

  と共に、市長より感謝状を拝受いたしまし

た。そ し て、今

後の市政につい

て意見交換を致

しました。 

 

 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◆地区内行事 

 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 

 六盛 １８時～ 

  ７月２６日（日）創立26周年記念例会 

 １８時受付 １８時半～ 

 京都ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ「瑞鳳の間」 

◇出席率報告◇  

出席率報告『７月９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２５名（７名）８９．２９％ 

ご来客  ３名 

６月２５日例会のMake-up後の出席率 ８９．２９％ 

 

森  正廣 

・対馬国境マラソンに韓国より２３０人 

 参加。（全体では１,３００人） 

BOXへ 田中  守、末永  寛 

【米山奨学会箱】 小計 9,000円 今年度累計 27,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 4％ 

 

稲掛 英男 

・７月１日「社会を明るくする運動」に 

 出席の皆様、ありがとうございました。 

谷口 泰義 ・ギリシャ、上海よろしくたのみます。 

 

 

吉田  修 

・２２年生き続けている我が家のネコ 

 サラちゃん、もう、今日か明日という 

 ところにきました。 

2015-16年度 第１回炉辺会合のお知らせ 
 

本年度第１回炉辺会合を９月末日迄に開催いただき、 

会合終了後、事務局宛報告をお願いします。 
＊テーマ「会員増強と女性会員」  

       クラブ管理運営委員長 森  正廣 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 瀬田 鎌野 一口、王、髙橋、德田 

2 田中 上山 藤井、林、稲掛、上原 

3 安田 出射 末永、児嶋、内田、近藤 

4 谷口 松尾 岸上、万殿、山本、山田 

５ 千田 吉田 太田、中川、内山、大森、森 

【ニコニコ箱】 小計 16,000円  今年度累計 68,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 5％ 

 

 

稲掛 英男 

・京都西ロータリークラブ会長 加藤様 

 幹事 石田様ようこそお越し下さいま

 した。 

 

 

吉田  修 

・京都西ロータリークラブ会長 加藤陽一

 様、幹事 石田公和様ようこそ、おこし

 くださいました。 

瀬田 保二 ・稲掛丸の門出を祝って。 

 

德田 正彦 

・７月６日、７９才の誕生日を迎えまし

 た。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

森  正廣 ・対馬「和多都美神社」神話の里。 

出射 靖生 ・又、又、早退おわび。 

千田  適 ・本日も、中途退席します。お詫び。 

児嶋 雄二 ・ゴメン・・・・。 

BOXへ 岸上 隆幸 

 

吉田  修 

・本年度も第２週に入り、すこしリラッ 

 クスしましょう。 

 

稲掛 英男 

・前回に続き理事役員の就任の挨拶 

 よろしくお願いいたします。 

安田  勝 ・オリンピック発祥の国の再起を願って。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計13,000円 今年度累計 29,000円 
 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率 4％ 

 

出射 靖生 

・上山先生 

 御世話になりました。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 

BOXへ 田中  守、万殿 慎二 

内山 正元 ・ハモ料理の季節となりました。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 4,000円  今年度累計  9,000円 
目標額 400,000円 達成率 2％ 

 

吉田  修 

・いよいよ 

 祇園祭りですね。 

BOXへ 岸上 隆幸、田中  守 

 

万殿 慎二 

・ようこそ 加藤会長、石田幹事 

 よろしくお願いします。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計  2,000円  今年度累計  2,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 40,000円 達成率 5％ 

BOXへ 太田 勝彦 

次回例会 ７月２６日（日） 
  

－創立２６周年記念例会－ 

１８時受付 １８時半より 

 今日の歌 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 



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) 

㈱京都ﾊﾟｰﾌﾞﾙｻﾝｶﾞ 代表取締役 今井 浩志様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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～ 

「クラブ・デー」 

 

第27回小説すばる新人賞 

小説家 中村 理聖様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

7月１７日(金) 

7月２０日(月) 

18：30～ 

7月２１日(火) 

7月２２日(水) 

7月２３日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

山仲 修矢様  西田 賢央様  市村 寿朗様 

「周年事業を成長、発展の電源に」 

～会員懇親会～  →18日（土） 

「戦後70年！わが少年期を語る」 

「就任挨拶Ⅱ」 

「未定」 

祝日休会 

 

祝日休会 

クラブ・フォーラム（会員増強） 

京都府商工労働観光部産業労働総務課  

参事 足立 誠様 

「ガバナー公式訪問所感」 

－新会員スピーチ－ 

休会 

 「中澤忠嗣ガバナー・片岡宏二会員 対談DVD放映」 

～夏の家族親睦会～ →25日（土） 

「落語のひととき」 

 

担当 会員増強委員長 坂田  均様 

 

 

落語家 桂 塩鯛師匠 

 

会員 山科 隆雄様 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 森田 惠三様 

会員 相馬 忠胤様 

祝日休会 

「京都縦貫自動車開通き期待すること」 

「クラブデー」 

祝日休会 

「言葉と心のあわいをたゆたう-小説すばる新人賞を受賞して-」 

「納涼同伴夜間例会の為、例会日時臨時変更」 

～新入会員スピーチ～「無題」 

「はぐるま例会＜納涼例会＞」 

社会奉仕フォーラム（嵐山こども相撲大会） 

「理事・役員就任挨拶」 

 

 

RI第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

奥村 浩二様  下別府 俊也様 

各理事、各委員長 

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 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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 

＊ビジター受付はありません。 


