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 ２０１５年８月６日（木）  第１２２９回例会  Vol.２６－５ 

例会プログラム 

１．８月の特別月間の名称変更についてRI本部よ

 り通達がありました。 

  「会員増強・拡大月間」 

    ↓ 

  「会員増強・新クラブ結成推進月間」 

２．本日例会終了後８月度定例理事役員会を開催

 します。 

３．８月７日（金）第１回市内２４RC連絡協議会

  会長・幹事会がホテルグランヴィア京都に

 おいて開催されます。吉田幹事が出席致します。 

４．８月８日（土）クラブ広報委員長会議が京都

 ホテルオークラにおいて開催されます。 

 太田広報委員長が出席されます。 

５．８月８日（土）米山奨学委員長会議がメルパ

 ルク京都において開催されます。万殿米山委員

 長が出席されます。 

６．８月１３日（木）の例会は休会です。 

◇例会日時臨時変更および休会のお知らせ 

８月１０日（月） 京都西ＲＣ 

８月１２日（水） 京都ＲＣ 

８月１９日（水） 京都西北ＲＣ 

８月２１日（金） 京都洛西ＲＣ 

８月２４日（月） 京都中ＲＣ 

８月２５日（火） 京都東山ＲＣ 

８月２６日（水） 京都ＲＣ 

８月２７日（木） 京都南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

８月 ７日（金） 京都紫竹ＲＣ 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  国歌「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

  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 

「中国とのつき合い方」 

同志社大学大学院 嘱託講師 

元衆議院議員 

北神 圭朗様  

閉会点鐘       13:30 

学友から３人目のガバナーが誕生！ 
 

第3520地区（台湾）の2015-16年度ガバナーは米山学

友の林華明さんです。同地区は135クラブ、5,800人以

上の会員がいます。ガバナーになった米山学友は林さ

んで3人目。林ガバナーから日本のロータリアンへ

メッセージをいただきました。 

 

「日本ロータリアンの皆様へ。台湾台北3520地区ガバ

ナーのベンチャー林です。どうぞよろしくお願いいた

します。1984-86年に慶應義塾大学大学院で勉強して

いた際に、米山奨学金のお陰で、無事に卒業ができま

した。その時の世話クラブは、東京世田谷ＲＣ、カウ

ンセラーは白山さんでした。今でも白山さんご家族と

は常に連絡しています。日本のロータリアンの皆様に

感謝致します。米山奨学金から学んだ「施」と「受」

の「善の循環」こそ、ロータリー精神と思います。 

今後とも皆様のご指導をよろしくお願い致します」 

８月１０日（月） 京都紫野ＲＣ 

８月１１日（火） 京都洛南ＲＣ 

８月１２日（水） 京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 

     京都北東ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 

８月１３日（木） 京都南ＲＣ、京都北ＲＣ、 

      京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ、 
      京都モーニングＲＣ、京都さくらＲＣ 

      京都西山ＲＣ 

８月１４日（金） 京都伏見ＲＣ、京都洛西ＲＣ、 

    京都紫竹ＲＣ、京都乙訓ＲＣ 

８月１７日（月）   京都平安ＲＣ 

８月１８日（火） 京都西南ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません 

同志社大学大学院 嘱託講師（総合政策科学研究科） 

元衆議院議員  

北神 圭朗（きたがみ けいろう）様 
 

ご略歴 

1967年 2月1日生まれ   

生後9ヶ月､父親の仕事の関係で渡米(ロサンゼルス)  

1992年3月 京都大学法学部 卒業 

     4月 大蔵省 入省 

1996年 米国ジョージタウン大学  

国際関係論修士課程 卒業 

1998年    内閣総理秘書官補（通称） 

2005年    第44回総選挙にて初当選  

 World Economic Forum（ダボス会議）で 

「Young Global Leader 2007」選出  

2009年   第45回総選挙にて2期目当選  

2011年   経済産業大臣政務官 

2012年 内閣府大臣政務官 

    内閣総理大臣補佐官 

 中央大学大学院公共政策研究科 客員教授  

2014年   同志社大学大学院 嘱託講師 

（総合政策科学研究科）現在に至る 
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 ７月２６日（日）１８：３０から京都センチュリー 

ホテル鳳凰の間において、創立２６周年記念例会を開催

いたしました。 

 稲掛会長の開会点鐘で始まった例会は、「君が代」

「三民主義」の斉唱に続き、記念例会では初の試みでし

たが、私たちのクラブのクラブソングを歌いました。 

ご来賓、ご来客の紹介のあと、稲掛会長が出席者への 

お礼を述べました。 

そして、来賓祝辞を京都西南ロータリークラブ会長・ 

懸野直樹様と友好クラブ台湾三重中央ロータリークラブ

会長・林 進來様のお二人からいただきました。 

各委員会報告のあと閉会点鐘となり、例会を終了しました。 

休憩につづいて行われた祝賀会は、出射親睦委員長の司会で始まりました。 

はじめは恒例の、記念コンサートです。初めて目の当たり見るオーボエの響きと

ハープの音色に、会場しばし時を忘れて、聞きいりました。途中で楽器の解説をし

てもらったりしたことが、演奏者を身近に感じることになりました。 

そして、中川会長エレクトの乾杯の発声で、楽しい食事がスタートしました。 

歓談が進むなか、先のメンバーによるBGM演奏、台湾・日本の両会長同士の記念品交換などがあり、 

宴が最高に盛りあがったところで林副会長の閉会挨拶があり、最後は、「手に手つないで」で御披楽喜 

となりました。 

会員夫人の皆様には、お忙しいところご出席いただき

ありがとうございました。 

 

 



 

 

 私たちのクラブ創立２６周年記念例会出席のため、台湾三重中央ロータリークラブのメンバーが来訪

されました。 

７月２５日 関空着12：10に合わせて、松尾国際奉仕委員・内山副幹事・吉田幹事の3名が歓迎にお出

迎え。会長Ｊｉｍ．会長エレクトDavid．ガバナー補佐Ｏ－Ｓmileの3名が元気に到着ゲートから現れ

て、それぞれ堅い握手を交わす。記念撮影のあと「はるか」のホームへ。台湾の3人は指定席で、桂川

の3人は自由席へ。自由席は外国人で超満員のため、とりあえず指定席に座ることとする。ところが 

なんの拍子か、京都到着まで一度も検札に来なかったため、3人は指定席分丸儲け？しました。  

暑い中、大きな荷物を抱えて「新阪急ホテル」へ向う。ここで大澤さんと合流。時すでに１５：４０。

ウエルカムパーティーまでの接待を松尾会員に任せて、内山・吉田は放免となる。 

18：00からのウエルカムは、所変って岡崎は「六盛」の瀟洒な客間。 

台湾三重の4名に、桂川からは、稲掛会長・林副会長・松尾国際奉仕委員・出射親睦委員長・吉田幹事

の5名。洒脱美味なるお料理に、台湾から持参の紹興酒も飛び出して、また、大澤通訳のおかげで、 

会話は弾み意思の疎通は満点にて、宴は大いに盛り上がる。 

メンバー9人の宴席にしては、2時間半にも及んだウエルカムパーティー。 

散会と思いきや、林副会長が4人を連れて２次会へ。林副会長本当にありがとうございました。 

明けて２６日。台湾のメンバー４人は児嶋国際奉仕委員長のお世話により、京写差し回しの車で午後

４時まで市内観光をされました。 

一旦、ホテルに戻り、着替えを済ませてセンチュリーホテルの記念例会に出席していただきました。

（記念例会でのことは、別紙参照）今年は来訪メンバーが少なかったこともあり、例年のテーブルを

回っての派手な「カンペイ合戦」もなく、ゆっくりと記念例会を楽しんでいただけたのではないかと思

いました。「手に手つないで」のあとは、桂川のメンバー勢揃いの中、握手攻めに遭いながらセンチュ

リーを後にされました。 

翌日、帰国の予定が、、ここでハプニングです。児嶋委員長の格別の計らいで27日の晩餐を共にされる

ことになりました。そのため日中は市内観光で時間を費やし、夜は「活魚味処 てらさき」で最後の夜

を楽しまれました。児嶋委員長、そして同席いただいた林副会長、万殿財団委員長ありがとうございま

した。 

そして、一行は28日、「はるか」で関空経由、無事帰国の途に就かれました。 

児嶋国際奉仕委員長、何からなにまでお世話をいただきありがとうございました。 
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◇出席率報告◇  

出席率報告『７月２６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２６名（７名）９２．８６％ 

ご来賓７名、ご来客１２名、出演者２名 

７月９日例会のMake-up後の出席率 ９６．４３％ 

次回例会 ８月２０日（木） 
  

第２回クラブ討論会 

「インターアクト夏季研修報告」 

京都府立洛西高等学校IAC 
徳永 裕太さん、戎 陽生さん 

片山 涼音さん、顧問 山口かほり先生 

◆地区内行事 

 ８月２日～７日 インターアクト夏季研修 カンボジア 

 ８月 ７日（金） 第１回市内２４RC連絡協議会 

 会長・幹事会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 18：00～ 

 ８月 ８日（土） クラブ広報委員長会議 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 13：30～15：30 

 ８月 ８日（土） 米山奨学委員長会議 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 14：00～16：00 

 ８月２２日（土） 第３組 IM 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 13：30～ 

 会長会議 11：30～ 

 新会員ｾﾐﾅｰ 11：30～ 

◆クラブ内行事 

 ８月 ６日（木） ８月度定例理事役員会 

 ８月１３日（木） 休会 

【ニコニコ箱】 小計 84,000円  今年度累計 171,000円 
目標額 1,300,000円 達成率13％ 

京都西南ＲＣ 

 会長 

懸野 直樹様 

・内田様 嵐山こどもすもう大会へのご

 協力まことにありがとうございまし

 た。 

 

稲掛 英男 

・創立２６周年記念例会よろしくお願い

 致します。 

吉田  修 ・創立記念日おめでとう！！ 
 

谷口 泰義 

・ご来賓の方々大へんあつい中有難うご

 ざいます。 

 

瀬田 保二 

・三重の皆様ようこそ 

 皆様大変暑いです、気を付けて。 

児嶋 雄二 ・歓迎 三重中央ＲＣの皆様 

松尾 義平、髙橋 英明、田中  守 

末永  寛、内山 正元、千田  適 

王   杲、德田 正彦、万殿 慎二 

・祝２６周年 

出射 靖生 ・創立２６周年を祝って。 

藤井文治郎 ・祝２６周年記念例会。 

上原 従正 ・創立２６周年を祝して。 

岸上 隆幸 ・創立２６周年 おめでとうございます。 

鎌野 孝和 ・２６周年自祝。 

 

森  正廣 

・しょうゆ発祥の町、湯浅をぶらぶら歩き 

 この暑いのに。 

一口 茂樹 ・暑いですね。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

BOXへ 岸上 隆幸、田中  守、鎌野 孝和 

 

 

 

 

稲掛 英男 

・出射親睦委員長、昨日のウェルカムで

 はいろいろとお世話になりありがとう

 ございます。又、国際奉仕委員長児嶋

 様、今日台湾三重中央ＲＣの皆様のお

 世話をありがとうございました。 

 

 

出射 靖生 

・西南ロータリークラブの皆様、三重中

 央ロータリーの皆様、洛西高校校長  

 平井様ようこそ。 

松尾 義平 ・祝２６周年。 

吉田  修 ・ロータリーの友情に感謝！！ 

森  正廣 ・台湾からようこそ。 

万殿 慎二 ・洛西口駅時計の位置決定しました。 

千田  適 ・暑いですね。 

【米山奨学会箱】 小計 13,000円 今年度累計 48,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 7％ 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、千田  適 

 

 

稲掛 英男 

・林副会長、昨日の台湾三重中央のウェ

 ルカムでは、あと色々とお世話になり

 ありがとうございました。 

藤井文治郎 ・三重中央ＲＣの皆様ようこそ 

王   杲 ・熱烈歓迎台湾同好会 
松尾 義平 ・祝２６周年 

出射 靖生 ・小谷様、内田様楽しみにしております。 

吉田  修 ・ノムルンさん頑張ってますか？ 

万殿 慎二 ・ノムルンさん昨日はご苦労様でした。 

BOXへ 吉田  修、岸上 隆幸 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 7,000円  今年度累計  17,000円 
目標額 400,000円 達成率 4％ 

 

 

 

 

 

 

稲掛 英男 

・京都西南ロータリークラブ会長 懸野

 直樹様、副幹事 野田英彦様、台湾三重

 中央ＲＣ会長Jim様、会長エレクト

 David様、ガバナー補佐 O-Smile様、姉妹

 クラブ親睦委員長 OO Sawa様、京都府

 立洛西高等学校校長 平井恭子様、よう

 こそいらっしゃいました。 

安田  勝 ・三重中央RCの皆様をお迎へして 

万殿 慎二 ・平井校長先生 ようこそ。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 6,000円  今年度累計  8,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 40,000円 達成率 20％ 

 

 

稲掛 英男 

・姉妹クラブ親睦委員長 大澤様 

 昨日は通訳いろいろお世話になりあり

 がとうございました。 

安田  勝 ・祝２６周年  

万殿 慎二 ・台湾三重中央RCの皆様ようこそ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計13,000円 今年度累計 51,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率 8％ 



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) 

会員増強委員会 委員長 山本 覚会員 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

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～ 

休会 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

８月７日(金) 

８月１０日(月) 

18：30～ 

８月１１日(火) 

８月１２日(水) 

８月１３日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「現在の2650地区の現状」と「今後の会員増強」について」 

「サイバーテロ対策について」 

「盲導犬と共に、行きたい場所に安心して行ける社会に・・」

家族納涼例会のため、例会時間変更 

「第１回フォーラム 会員増強について」 

休会 

北脇 久士氏 武藤ケンイチ氏 平川 雅子さん 

休会 

「追悼例会に因んで」 

＊ビジター受付はありません。 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

会員 戸田 義高様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

RI第2650地区会員増強・拡大委員  

京都さくらRC会員 石松 陽一様 

関西盲導犬協会 理事 中谷 耕二様 

関西盲導犬協会 啓発活動担当 中谷久美子様 

＊ビジター受付はありません。 

「挨拶 自己紹介・今年度抱負」 

休会 

休会 

「ジャズトリオによるスタンダード演奏」 

休会 

休会 

休会 

休会 

「認知症は治せるのか～誰もが知りたい本当のこと～」 

休会 

新役員  

京都府立医科大学 精神内科  

名誉教授 中島 健二様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

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 

京都府警察本部の方 

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。 

＊ビジター受付はありません。 


