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 ２０１５年８月２７日（木）  第１２３１回例会  Vol.７ 

例会プログラム 

１．本日、２０１４－２０１５年度決算総会を行

 いま す。 

２．次週例会終了後、９月度定例理事役員会が開

 催さ れます。 

３．８月２２日（土）京都ホテルオークラにおいて

 ＲＩ第２６５０地区第３組ＩＭが開催されました

 ご参加の皆さんお疲れさまでした。 

４．８月２３日（日）リーガロイヤルホテル京都に

 おいて第１回社会奉仕委員長会議 が開催され

 ました。上山社会奉仕委員長が出席されました。 

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 

 「フリー トーキング」 

閉会点鐘       13:30 

◇例会日時臨時変更のお知らせ 

９月 ９日（水）京都ＲＣ 

９月１４日（月）京都中ＲＣ 

９月２４日（木）京都洛東ＲＣ 

９月２８日（月）京都中ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

９月１６日（水）京都西北ＲＣ 

 ビジター受付は１８：３０～１９：３０まで 

 行われます。 

９月 ３日（木）京都西山ＲＣ 

９月 ９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

９月２４日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ  

９月２５日（金）京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません。 

 

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 

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。 

 

会員誕生日お祝い   

 １４日 末永 寛会員  １７日 田中 守会員 

  １７日 上原従正会員  ２６日 中川俊夫会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 万殿慎二会員夫人 美栄子様 

   ２１日 安田 勝会員夫人 多津枝様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 内田勝彦会員 総合ﾚﾝﾀﾙ㈱ﾚﾝﾄｵｰﾙ京都 
 

８月おめでとうございます 

ロータリーほろにが会 

８月１１日（火） 

１８：００～  

於：スーパードライ京都 

 

参加者：谷口、森、 

 髙橋、王、山本、岸上、 

 万殿の各会員 

1990-91年度国際青少年交換学生 

マシュー ヴェトリーニ さん 

（マットさん） 

。 
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◇出席率報告◇  

出席率報告『８月２０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６名 

８月６日例会のMake-up後の出席率 ８０．７７％ 

◆地区内行事 

 ９月 ４日（金） 第１回京都市内24RC連絡協議会 

 合同幹事会 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 

 18：00受付 18：30～ 

 ９月 ６日（土） 地区別 職業奉仕担当者会議 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：30～15：30 

 ９月１３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Ⅱ研究会 

 京都文教学園 9：45～16：20 

◆クラブ内行事 

 ９月 ３日（木） ９月度定例理事役員会  

 ９月 ６日（日） 嵐峡の清流を守る会 河川清掃活動 

 嵐山中ﾉ島公園 時計柱前公園 10：00～ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 12,000円 今年度累計 79,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率12％ 

【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4,000円以上  目標額 40,000円 達成率 20％ 

【ニコニコ箱】 小計 32,000円  今年度累計 223,000円 
目標額 1,300,000円 達成率17％ 

稲掛 英男 ・マット君をお迎えして。 

 

一口 茂樹 

・インターアクトクラブの皆さんの 

 スピーチ楽しみです。 

 

内田 勝彦 

・山口先生、インターアクトの皆さん 

 ようこそ。 

出射 靖生 ・洛西高校の皆さん ようこそ。 

 

吉田  修 

・末永さん、あさっては、よろしくお願い 

 します。 

児嶋 雄二 ・ノムルン 久しぶり。 

 

 

上原 従正 

・自祝 ８月１７日に後期高齢者になり

 ました。健康に気を付けて今後もがん

 まります。 

 

森  正廣 

・久しぶりの八ヶ岳は快晴で360度の 

 大展望。 

安田  勝 ・残暑お見舞い。 

 

谷口 泰義 

・炉辺会合飲み過ぎ 予算オーバー 

 すみませんでした。 

万殿 慎二 ・谷口さん炉辺会合ありがとうございま

 した。 

 

内山 正元 

・近鉄特急、しまかぜに乗って志摩へ行

 って来ました。快適でした。 

中川 俊夫 ・残暑お見舞い申し上げます。 

林  良訓 ・お久しぶりです。 

BOXへ 末永  寛、千田  適、岸上 隆幸 

鎌野 孝和 

 

万殿 慎二 

・ほろにが会 ７名の参加 

 たいへん楽しかったです。 

出射 靖生 ・又、台風ですね。 

 

安田  勝 

・Mr．ヴェトリーニ マシュー君を 

 迎へて。 

【米山奨学会箱】 小計 10,000円 今年度累計 76,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 10％ 

 

吉田  修 

・ノムルンさん勉強、うまくいっていま

 すか。 

 

出射 靖生 

・マット君ようこそ  

 20年以上ぶりですね。 

万殿 慎二 ・ようこそ ノムルンさん 

BOXへ 岸上 隆幸、林  良訓、鎌野 孝和 

田中  守、稲掛 英男 

BOXへ 稲掛 英男 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 6,000円  今年度累計  26,000円 
目標額 400,000円 達成率 7％ 

 

田中  守 

・インターアクト研修報告の洛西高校の

 先生、学生さんの報告が楽しみです。 

 

内田 勝彦 

・徳永君、戎さん、片山さん 

 おかえりなさい。 

吉田  修 ・洛西高IACの皆様ようこそ。 

森  正廣 ・夏期研修ごくろうさんでした。 

鎌野 孝和 ・インターアクトの発展のために。 

吉田  修 ・マット君ようこそ！！ 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、林  良訓 

稲掛 英男 ・インターアクトの皆さんようこそ  

 

京都RC創立９０周年 

記念式典並びに祝宴のお知らせ 
 

日 時： １０月７日（水） 

 受 付 １４：００  

 式 典 １５：００点鐘 

講演 元RI理事 千 玄室様 

 祝 宴 １６：２０～１８：３０ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 
 

会 費： ２０，０００円 

 

参加希望の方は８月２８日（金）までに 

事務局までお知らせ下さい。 

次回例会 ９月３日（木） 
  

「未定」 
NPO法人子育ては親育て・みのりのもり劇場  

理事長   伊豆田 千加様 
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堀場雅夫パストガバナー「お別れの会」のご案内 

 

  下記のとおり、堀場雅夫パストガバナー（株式会社堀場製作所 最高顧問 元会長・元社長）の 

 「お別れの会」が執り行われますので、ご案内申し上げます。 
 

記 
 

日 時 ９月９日（水） 午前１１時より 
 

場 所 国立京都国際会館 イベントホール 

  京都市左京区宝ヶ池 
 

ご香典、ご供物、ご供花の儀は固くご辞退されています。 

ご来臨の節は、平服にてお越しくださいますようお願い申し上げます。 

 

 お別れの会委員長 村田機械株式会社 代表取締役会長   村田 純一 

 喪 主    株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼社長 堀場  厚 

【インターシティーミーティング報告】 

 
8月22日（土）京都ホテルオークラにおいてＲＩ2650地区第3組ＩＭが行われました。 

基調講演・パネルディスカッションでは、パストガバナー富田謙三氏が「これでいいのか

ロータリー」と題してお話をされました。 

ロータリーの過去現在未来について、わかり易くお話を聞くことができました。 

休憩後のパネルディスカッションでも、テーマを「これでいいのかロータリー」として、 

ゼネラルリーダーに坂本克也氏を迎え、5つのクラブからパネラーが登壇し活発に討論を 

行いました。 

終ってからの懇親会は、大いに盛り上

がり、他クラブの方々とも友好を深め

ることができました 

な お、参 加 者 は 稲 掛、王、鎌 野、  

末永、森、谷口、万殿、吉田の各会員

でした。 
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青少年交換学生募集について 
        （討議資料） 

 

【目的】将来を担う国際人を育てるために、青少年を海外に派遣し、また、 

海外からの受け入れを通じて、クラブの活性化を図るものである。    

【対象年齢】15歳から18歳  

【歴史】45年の歴史がある。1929年に提案され1939年にスタートした。 

    2650地区では、1971～72年度米国との交換学生2名から始まり 

    以来、派遣・受け入れの青少年交換学生の数は1200名を超えている。 

 現在、アメリカ・メキシコ・ベルギー・オランダ・デンマーク・ハンガリー・

チェコ・ブラジル・オーストラリア等の9カ国以上と交換している。 

【応募】地域のロータリークラブのスポンサーにより応募することができる。 

【スポンサークラブ】一人の派遣学生をスポンサーして海外へ派遣すれば、 

 交換に一人の海外からの学生を受け入れて、1年間ホストするシステムに 

なっています。受入れ学生をホストすることは、費用の面はもちろんホスト 

ファミリーを見つけることも大変なことです。 

【地区からの交換学生募集についてのお願い】に、次のように書いています。 

～青少年交換学生は、一年間派遣国において自国の小さな親善大使として、 

あらゆるところで自国のアピールをして派遣国で学んで帰ってきます。勿論 

現地の学校に通い、ホストファミリー宅に滞在しながら、言葉や文化・習慣を勉

強しその国の政治や様々な環境も学びます。またある国では、貧困で暮らす人々

のことを目のあたりにすることもあります。一年間良いことも悪いことも、自国

では経験できないことを経験して、一年経って帰国した時の学生たちは 

驚くほど成長しています。このプログラムを通じて外国に暮らし、新たな視点か

ら世界を見つめる、生涯またとないチャンスを青少年に与えてください、と。 

【資格】ＲＣが推薦する男女高校在学生。成績はクラスの上位３分の1以上。 

【期間】1年間（2016年8月出発）就学期間２０16年9月～1７年6月。 

【費用】往復渡航運賃一切：本人（保護者）負担 

    疾病障害保険料：本人（保護者）負担 

    ユニフォーム代：本人（保護者）負担 

    参加手続き費用：150000円 本人（保護者）負担 

    受入地における費用：学費、若干のお小遣いは受け入れＲＣから支給。 

【応募締切】2015年9月25日 

【派遣人員】2650地区内で10名程度 

【選考】地区選考会は、本人・保護者・クラブ責任者と面接して選考する。 

    選考会は10月11日（日）の予定 

その他、重要なこととして 

①派遣されてくる学生の国（言語）や性別を選ぶことはできません。 

②その学生を受け入れてくれるホストファミリーをみつけること。 

③派遣された学生を受け入れてくれる高校を確保（お願い）すること。 



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) 

RI第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

太田 和夫会員 

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～ 

「青少年奉仕について」 

＊ビジター受付はありません。 

ﾌｭｰﾁｬｰﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱  

代表取締役社長 今庄 啓二様 

同志社大学大学院 嘱託講師 元衆議院議員 北神 圭朗様 

８月２８日(金) 

８月３１日(月) 

18：30～ 

９月１日(火) 

９月２日(水) 

９月３日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

岩屋山志明院 住職 田中 真澄様 

「小丸屋の商いと人のご縁」 

～ガバナー公式訪問前クラブアッセンブリー～ 

「ご存知でしたか？京都の伝統産業～74品目の匠の技」 

「音楽例会 オーボエ演奏会」 

「京菓子、おもてなしの心～300年続いてきた理由～」 

「マイナンバー法による企業の対応」 

成安造形大学准教授 画家 伊庭 靖子さん 

納涼家族例会の為、例会時間変更 

クラブ・デー 

京都市教育長 在田 正秀様 

「山寺からのメッセージ」 

－新会員スピーチ－「福島での震災対応について」 

「中国とのつき合い方」 

「やってみなはれ」 

「ガバナー合同公式訪問所感」 

「ひと・まち・くらしを支える京の上下水道 

～安らぎと潤いを明日につなぎます～」 

公益財団法人介護労働安定ｾﾝﾀｰ専門員 

山田真由子様 

 

RI第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

㈱なおかつ代表取締役 同志社大学ﾗｸﾞﾋﾞｰﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 中村 直人様 

京都市公営企業管理者 上下水道局長  川名卓夫会員 

担当 奉仕プロジェクト委員会 

㈱小丸屋住井 代表取締役 住井 啓子さん 

京都伝統産業 ふれあい館 

専務理事 八田 誠治様 

会員 梶川 陽士様、黒田 正玄様 

「PET検査を正しく利用してもらうための話」 

「市民とともに進める京都市の教育改革 」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「制作環境としての日常－自作について」 

「日本のベンチャー企業の現状と将来への期待」 

－会員スピーチ－「ロータリーの中核的価値観」 

－故 古玉 宏会員追悼例会－ 

「感動の思い出～松下幸之助とともに23年～」 

「京都府のスポーツ振興について」  

「日本の文化行政と文化都市京都のこれから」 

京都府立医科大学大学院医学研究科 

消化器外科学 岡本 和真会員 

京都府文化ｽﾎﾟｰﾂ部ｽﾎﾟｰﾂ振興課課長 徳廣  剛氏  

小林 達生様 

オーボエ 岡山 理絵さん ピアノ伴奏 光永 秀子さん 

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 

 

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 

衆議院議員 江口 克彦様 

京都国立博物館 館長 佐々木丞平氏  

京菓匠 笹屋伊織 取締役  

十代目女将 田丸 みゆき様 


