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 ２０１５年９月３日（木）  第１２３２回例会  Vol.８ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、９月度定例理事役員会を行

 います。 

２．９月４日（金）ウェスティン都ホテルにおいて

 第１回京都市内２４ＲＣ連絡協議会合同幹事会が

 開催されます。末永副幹事、内山副幹事が出席さ

 れます。 

３．９月６日（日）嵐山において「嵐峡の清流を守

 る会」河川清掃活動が行われます。 

 太田会員、德田会員、上原会員が参加されます。 

４．９月６日（日）新京都センタービルにおいて 

 地区別職業奉仕担当者会議が開催されます。 

 髙橋職業奉仕委員長が出席されます。 

開会点鐘                                      12：30        

  国家「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 

  寄付金報告 

スピーチ                                       13:00 

「－巻き込むよろこび、巻き込まれるよろこび－ 

みのりのもり劇場のミッションについて」 

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 

閉会点鐘       13:30 

 

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（いずた ちか）様 
 

ご略歴 

昭和44年 9月18日京都市右京区嵯峨野にて生まれる。 

 AB型。 

昭和63年 私立聖母学校高等学校を卒業。 

 日本写真専門学校写真学科に入学。映像・

 デザイン・ビジュアルコミュニケーション

 を学ぶ。同校卒業後はTV制作会社勤務を経

 て株式会社松竹京都撮影所に入社。 

平成17年 独立起業。 

 映像をメインとしてPRポイントの開発・ア

 ドバイスからマーケティングリサーチ、PR

 コンテンツ制作までをトータルで手掛ける

 エンテンプロジェクトを設立。 

平成19年 長男・次男が通った幼稚園の保護者仲間と

 ともに「子育ては親そだて・みのりのもり

 劇場」を任意団体として立ち上げ。 

平成21年 同団体でNPO法人に認定を受け、学生や地域

 のさまざまな世代へと仲間の輪を広げながら

 数々の社会貢献事業に取り組んでいる。 

 同年、株式会社エーゲルを設立。 

 代表取締役に就任。 

◇例会日時臨時変更のお知らせ 

９月 ４日（金）京都乙訓ＲＣ 

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 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。 

 

「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。 

 

Ｒ財団クリスタル表彰の

児 嶋 会 員と 林 副会 長  

（写真右側） 

８月会員誕生日お祝い 

中川会員、末永会員、 

上原会員と林副会長 

（写真左側） 

クラブ・デー 

 「フリー トーキング」 

 

「青少年交換学生について」

話し合いました。 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  

 ポリオ撲滅活動協賛 

第70回京都市内24RC懇親チャリティーゴルフ大会 
 

 

開催日時 １０月１０日（土） 

 午前８：００～最終ｽﾀｰﾄ９：３０頃 

開催会場  琵琶湖カントリー倶楽部 

 参 加  費 １０，０００円 

  お世話ｸﾗﾌﾞ 京都西北RC       9/10（木）〆切 

◇出席率報告◇  

出席率報告『８月２７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２０名（５名）７６.９２％ 

ご来客０名 

◆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（日） 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 

１０月 ７日（水） 京都ＲＣ創立90周年記念 式典例会 

 並びに祝宴 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

１０月１０日（土） 第70回京都市内24ＲＣ懇親ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ 

 大会 琵琶湖ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

◆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～ 

来春採用の奨学生募集がスタート 

 

2016年4月採用の新規奨学生募集が始まりました。

各地区の米山奨学委員会からの報告により決定し

た指定校は全国で528校（前年度533校）、指定校

からの被推薦者数は1,643人（前年度1,644人）

で、この中から新規奨学生約540人が選ばれます。 

 

地区奨励奨学金（大学・大学院以外の教育機関在

籍者が対象）を導入した地区は13地区で、指定校

は過去最多の26校、そのうち6校が初指定となりま

した。 

 

また、指定校への要望として、地区独自の推薦基

準を提示したのは34地区中30地区でした。最も多

かった要望は、被推薦者の国籍が偏らないよう配

慮して欲しいというもの、次いで、「ロータリー

活動への積極性」「日本語運用能力」などが挙げ

られました。 

【ニコニコ箱】 小計 9,000円  今年度累計 232,000円 
目標額 1,300,000円 達成率18％ 

 

森  正廣 

・立命館大学憲法研究会、ＯＢ会「若き

 血潮」盛況。 

中川 俊夫 ・昨日で前期高齢者になりました。 

太田 勝彦 ・がんばって出席します。 

林  良訓 ・今日は“あつい”です。 

出射 靖生 ・暑さも少しましになりましたね。 

吉田  修 ・もうすこしで“秋” 

BOXへ 髙橋 英明 

【米山奨学会箱】 小計 38,000円 今年度累計 114,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 16％ 

安田  勝 ・奨学会のさらなる発展を願って。 

上原 従正 ・残暑お見舞。 

BOXへ 吉田  修、末永  寛、藤井文治郎 

山本 拓生、王   杲、万殿 慎二 

児嶋 雄二 

BOXへ 山本 拓生、児嶋 雄二 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 13,000円  今年度累計  39,000円 
目標額 400,000円 達成率 10％ 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って。 

吉田  修 ・ＩＡＣの発展を願って。 

次回例会 ９月１０日（木） 
  

 「『時間から命へ』 

・・・労働相談の現場から・・」 
荒木康弘社会保険労務士事務所 

社会保険労務士   荒木 康弘様 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 34,000円 今年度累計 113,000円 
 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率17％ 

 

吉田  修 

・本日、クラブ デー 

 フリートーキングです。 

末永  寛 ・上原さん先日はすみませんでした。 

森  正廣 ・中国発世界株乱高下。 

内山 正元 ・すこーし、涼しくなってきました。 

中川 俊夫 ・内山会員 昨日はありがとう。 

山本 拓生 ・今日はよろしくお願いします。 

BOXへ 児嶋 雄二、太田 勝彦、万殿 慎二 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 6,000円 今年度累計  14,000円 
1人当たり4,000円以上  目標額 120,000円 達成率 12％ 

BOXへ 万殿 慎二、児嶋 雄二 



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 井澤  豊様 

 

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～ 

＜納涼例会の為、例会変更＞ 

千  宗守会長 

日本銀行 京都支店 支店長 大川 昌男様 

 

９月４日(金) 

９月７日(月) 

18：30～ 

９月８日(火) 

９月９日(水) 

９月１０日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

㈱今徳 取締役会長 京都南RC会員 今枝 徳蔵様 

「共に生きる ～エジプト ミニア火傷施設、教育施設支援の 

ためのビジネスを続けて～」 

「災害への備え」 

「京都案内 知っているようで知らない意外な盲点」 

「もうすぐ始まるマイナンバー制度」 

「京都乙訓RC・京都西山RC合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問」 

「東南アジアから見た日本の中小企業金融」 

京都精華大学 芸術学部 准教授 宮永 甲太郎様 

「茶の花について」 

クラブ・フォーラム（ロータリー情報） 

KBS京都 アナウンサー 竹内 弘一様 

「昔と今」 

－例会時間変更－ 

故堀場雅夫会員「お別れの会」開催、参列の為。 

クラブ・デー 

新会員スピーチ 

「ロータリー財団セミナーに参加して」 

クラブデー 

ベトナム・ハノイ国家大学経済政策研究所  

客員研究員 吉原 清嗣様 

ロータリー情報委員長 稲本 初弥様 

㈱大喜商店 代表取締役 松本 真明様 

林  誠一郎会員  樋口 秀明会員  仲田 順英会員 

 

＊ビジター受付はありません。 

Nefer Gallery 金田 理惠さん 

合同会社 京都感動案内社 代表役員  

京都観光おもてなし大使 小嶋 一郎様 

会員 八木 悠佑様 

「オンナボコ 二十歳の可能性」 

「『伝える』ということ 」 

「叙勲・褒章の裏ばなし」 

「美術とは？」 

「最近の金融経済情勢について」 

－第３回クラブ協議会－（公式訪問前） 

～新入会員スピーチ～「自己紹介」 

「原点に戻りロータリーを考えよう」 

「未定」  

「経営に活かす伝統の力」 

平成女鉾清音会 会長 日詰 千栄様 

西別 當選様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

社労士 高山 明司様 

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 

京都府企画理事兼危機管理監 小林 裕明様 

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 

クラブ創立キーメン 山中祥弘名誉会員  

伊東義浩名誉会員 岩佐孝雄会員 

元・衆議院議員 特定非営利活動法人“萌木”理事長 池坊 保子様 

ビジター受付は平常通り行われます。 


