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クラブカラー ライトブルー 
 

【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 

Vol.２６－６ 

２０１５年８月２０日 



 ２０１５年８月２０日（木）  第１２３０回例会  Vol.６ 

例会プログラム 

１．８月２２日（土）ＲＩ第２６５０地区第３組

 ＩＭが京都ホテルオークラにおいて開催されます。 

２．８月２３日（日）第１回社会奉仕委員長会議

 がリーガロイヤルホテル京都において開催され

 ます。上山社会奉仕委員長が出席されます。 

３．８月２３日（日）インターアクト夏季研修報

 告会並びに懇談会がザ・パレスサイドホテル京

 都において開催されます。太田インターアクト

 委員長が出席されます。 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭのご案内 

『これでいいのかロータリー』 

～Quality or Quantity～ 
 

日 時： ８月２２日（土） 

 呈茶席 １１：００～１３：００ 

 受 付 １２：３０ 開会 １３：３０ 

 懇親会 １７：３０～ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ： 京都八幡ＲＣ 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「インターアクトの歌」 

 今日の歌 「You Are My Sunshine」 

  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 

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 

閉会点鐘       13:30 

インターアクトクラブ夏季研修会（カンボジア） 
 

８月２日（日）  

 関西空港よりホーチミン経由シェムリアップへ到着

後、専属ガイド＆専用車にてお出迎え。ホテルチェック

イン、夕食後、打ち合わせミーティング。 

宿泊；ロイヤルアンコールホテル【シェムリアップ泊】 
 

８月３日（月）  

 ホテルにて朝食、地元ヌー市場見学＆買い物、   

その後、バッタンバンへ。 

市内レストランにて昼食後、 

ノリア孤児院訪問夕食はノリア 

孤児院にて自炊。 

宿泊；ノリア孤児院宿泊 
 

８月４日（火） 

 孤児院にて朝食、午前；ノリア孤児院にて作業、市内

食堂にて昼食。午後；ノリア孤児院にて交流会、終了後 

ホテルチェックイン。夕食；シーマック隊員と合同夕食

会。 

宿泊；クラシー＆スパホテル  
 

８月５日（水） 

 ホテルにて朝食、早朝CMAC朝礼参加。 

クリアン村小学校訪問＆地雷除去作業見学。 

バッタンバン市内食堂にて昼食、 キリング・フィール

ド見学。シェムリアップ市内ホテルチェックイン。 

夕食はカンボジア伝統舞踊≪アプサラダンス≫を鑑賞し

ながらビュッフェディナー！夕食後、レストランにて 

報告会。 

宿泊；ロイヤルアンコールホテル  
 

８月６日（木） 

 ホテルにて朝食、午前；アンコールワット観光＆トレ

サップ湖水上生活村を船にて見学。 

昼食は中華料理。昼食後、シェムリアップ市内観光。 

市内レストランにて 

早めの夕食、その後、 

シェムリアップ空港へ 

送迎。 
 

８月７日（金） 

 深夜、ホーチミン経由 

にて関西空港へ。 

 

 

「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 

嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０１５年９月６日（日） 小雨決行 

時 間：   午前１０時～１１時 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い  

＊多数のご参加をお願い致します。 

 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

日 時 2015 年 8 月 6 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、中川、千田、吉田、田中、森、出射 

      鎌野、髙橋、太田、万殿の各会員 

 議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告  担当・田中会計 

３．第３回クラブ討論会について（会員増強） 

４．秋の家族会について 

５．インターアクトクラブ前年度決算承認について 

６．ロータリー希望の風奨学金について 

７．2016-17年度 青少年交換学生について 

８．前年度決算総会について 

９．事務局休局について 

10. その他  

第１回炉辺会合４班の報告 
 

日 時：８月１３日（木）午後６時から 

場 所：先斗町 ますだ 

メンバー：松尾、岸上、万殿、山本、谷口の各会員 

テーマ：「会員増強と女性会員」 
 

 会員増強はいうまでもなく全員が努力すること。 

当然ながら老年が退会するには後継者を作る義務を 

課し、また、女性会員は

若い会員が一段と努力す

ることが必要という議論

で終始した。その後は、 

美味しく食べよく飲み、

世間話にも花が咲き楽し

い一時を過ごしました。 
 

   報告者  谷口泰義 

◇出席率報告◇  

出席率報告『８月６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２１名（５名）８０．７７％ 

ご来賓３名 

７月２６日例会のMake-up後の出席率 ９６．４３％ 

次回例会 ８月２７日（木） 
  

クラブ・デー 

「未定」 

◆地区内行事 

 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～ 

 ８月２３日（日） 第１回社会奉仕委員長会議 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 13：30～16：30 

 ８月２３日（日）インターアクト夏季研修報告会並びに 

 懇談会  

 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 13：00～16：30 

◆クラブ内行事 

 ９月 ３日（木） ９月度定例理事役員会  

【ニコニコ箱】 小計 20,000円  今年度累計 191,000円 
目標額 1,300,000円 達成率15％ 

稲掛 英男 ・北神圭朗様のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・北神様をお迎えして。 

森  正廣 ・焼岳登山 暑い日に暑い山へ。 

德田 正彦 ・８月７日お盆です。 

松尾 義平 ・暑中御見舞。 

上原 従正 ・暑中お見舞。 

千田  適 ・暑いですね、働く意欲がなくなります。 

BOXへ 岸上 隆幸、田中  守、鎌野 孝和 

山本 拓生 ・北神様のスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・北神さんのスピーチ楽しみにしています。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 16,000円 今年度累計 67,000円 
 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率10％ 

松尾 義平 ・暑中御見舞 

 

吉田  修 

・猛暑の毎日ですね。 

 お見舞い申し上げます。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、田中  守 

岸上 隆幸 

藤井文治郎 ・暑いですね。 

末永  寛 ・暑い！ 

BOXへ 鎌野 孝和、松尾 義平 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 3,000円  今年度累計  20,000円 
目標額 400,000円 達成率 5％ 

吉田  修 ・８/２０のお話が楽しみですね。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計   0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％ 

【米山奨学会箱】 小計 18,000円 今年度累計 66,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 9％ 

德田 正彦 ・今年の夏はとくに暑いです。 

出射 靖生 ・暑い日が続きます、熱中症に御用心。 

 

森  正廣 

・２６周年の帰りに奈良までＪＲ乗越し、

 その夜は奈良で泊まりました。 

 

 

藤井文治郎 

・字が見えないのでメガネを作ろうと思

 いましたがダメでした。 

 眼科にいってこいと。 

松尾 義平 ・暑中御見舞。 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、田中  守 

鎌野 孝和、万殿 慎二 

出射 靖生 ・北神様のスピーチ楽しみに。 



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) 

 

社会奉仕委員長 山内 克己様 

京人形師 開原 紫光様 

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～ 

「クラブ・デー」 

安達 晴彦会員 杦本 佳史会員 田中 幹人会員 

 

㈱MSブレイン 代表取締役社長 土岐久美子様 

８月２１日(金) 

８月２４日(月) 

18：30～ 

８月２５日(火) 

８月２６日(水) 

８月２７日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「東日本大震災の伝承-あの時、そしてこれから-」 

「伏見の交通 いま・むかし」 

「京都西北RCとの合同例会」→１９日（水） 

「第１回フォーラム ２５周年にむけて」 

「第２回アセンブリー ガバナー補佐訪問」 

「人手不足の現状と課題」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「新会員スピーチ」 

－納涼家族会－→23日（日） 

RI第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

納涼同伴親睦会のため例会時間場所返事変更 

「夜間例会」例会変更 

「ブレインヘルス セミナー」 

京都南RC/京都南RAC合同夜間例会 

「サッカー大会の報告」 

「会員増強について」 

㈱京都総合経済研究所 チーフエコノミスト 森  秀人様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

会員 田村 善弘様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

会員増強担当理事 貴舩 慎一様 

 

気仙沼市立病院 脳神経外科科長  

気仙沼南RC会員 成田 徳雄様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

フルート奏者 さつきさん 

「2014-15年度 RYLAに参加して」 

「ガバナー公式訪問所感」 

会員スピーチ「職業分類・会員選考委員会の役割」 

「夏の納涼家族会」開催の為、例会変更 

「スパーサーズデー」 

「京人形師としての私の使命-日本人形文化の復活-」 

～音楽例会～ 

「小中一貫教育について」 

会員増強フォーラム「会員増強・維持について」 

「私の日本語教育事業」 

2014-15年度 RYLA受講生 山本 悟様  

ＲＩ第２６５０地区会員増強・拡大委員会委員 

京都西ＲＣ会員 池田 祥司氏 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

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 

大津歴史博物館館長 樋爪  修様 

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 

京都市立高倉小学校 校長 岸田 蘭子様 

会員 吉永 英代様 


