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例 会 木曜日  12：30～13：30   京都センチュリーホテル 
 

事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

 京都センチュリーホテル内 

 TEL(075)344-5000  FAX(075)344-1340 

ホームページ http://katsuragawarc.com/ 

メールアドレス katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

創 立 1989年(平成元年)７月２７日 

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.２６－９ 

２０１５年９月１０日 



 ２０１５年９月１０日（木）  第１２３３回例会  Vol.９ 

例会プログラム 

１．９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

 開催されました。末永副幹事、内山副幹事が出席

 されました。 

２．９月６日（日）嵐山において開催予定の「嵐峡

 の清流を守る会」河川清掃活動は雨天のため中止 

 となりました。 

３．９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した。 

 髙橋職業奉仕委員長が出席されました。 

４．９月１３日（日）京都文教学園において

 ロータリー・リーダーシップ研究会 第2650地区

 ＲＬＩパートⅡ研修会が開催されます。 

 中川会長エレクトが出席されます。 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「小さい秋みつけた」 

  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 

「『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 

閉会点鐘       13:30 

 

荒木康弘社会保険労務士事務所 

    荒木 康弘（あらき やすひろ）様 
 

昭和４０年生まれ  

事務所 荒木康弘社会保険労務士事務所 
     京都市中京区油小路通六角下ル六角油小路町325番地 

     デ・リード堀川東304号 

     電話 075-257-6130 FAX 075-257-6131 

ご略歴 

昭和63年 3月 甲南大学法学部法学科卒業 

昭和63年 4月 株式会社 京都銀行入社 

平成元年 5月 同社退社 同年同月より実父秘書 

平成  7年 3月 社会保険労務士事務所開業 

平成26年 5月 現所在地に事務所移転 現在に至る 

（非常勤） 

平成13年～  株式会社ポートエム取締役 

  京都市中京区にてマネージメントコンサルタント業 

主な業務 

・就業規則・労働協定書に関する指導・助言 

・雇用管理・人事管理等に関する相談・支援 

・上記事項にかかわる文書作成 

資格 

 社会保険労務士 

 行政書士 

 宅地建物取引士 

 中学・高校社会科教員免許 

◇例会日時臨時変更のお知らせ 

９月１４日（月）京都中ＲＣ 

９月２４日（木）京都洛東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。 

 

「－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 

今日の歌   「小さい秋みつけた」 

作詞 ｻﾄｳﾊﾁﾛｰ 作曲 中田喜直 
 

誰かさんが 誰かさんが 

誰かさんが みつけた 

ちいさい秋 ちいさい秋 

ちいさい秋 みつけた 

めかくし鬼さん 手のなる方へ 

すましたお耳に かすかにしみた 

よんでる口ぶえ もずの声 

ちいさい秋 ちいさい秋 

ちいさい秋 みつけた 

９月８日（火） ANA 

ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙにおいて

ロータリーほろにが会

９月例会が開催されま

した。 

今回は記念すべき 

７００回例会でした。 

谷口、末永、森、万殿 

の各会員が参加しまし

た。 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

日 時 2015 年９月３日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、千田、吉田、田中、一口、出射、 

     鎌野、髙橋、内田、万殿の各会員 

 議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．第４回クラブ討論会について 10/15（木） 

４．秋の家族会について 

５．前年度繰越金の取り扱いについて 

６．2016-17年度 青少年交換学生について 

７．「嵐峡の清流を守る会」協力金について 

８．三重中央ＲＣ創立27周年記念例会参加について 

９．その他 

◆地区内行事 

 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 

１０月 １日（木） １０月度定例理事役員会  

【米山奨学会箱】 小計 18,000円 今年度累計 132,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 18％ 

森  正廣 ・伊豆田さんのスピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・雨が続きますね。 

BOXへ 万殿 慎二、田中  守、鎌野 孝和 

德田 正彦、松尾 義平、吉田  修 

稲掛 英男 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、田中  守 

鎌野 孝和、松尾 義平 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 5,000円  今年度累計  44,000円 
目標額 400,000円 達成率 11％ 

次回例会 ９月１７日（木） 
  

 クラブ・デー 

第３回クラブ討論会 

（会員増強） 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 3,000円 今年度累計  17,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 28％ 

BOXへ 太田 勝彦、鎌野 孝和、稲掛 英男 

◇出席率報告◇  

出席率報告『９月３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２４名（５名）８８．８９％ 

ご来客１名 

８月２０日例会のMake-up後の出席率 ９６．４３％ 

【ニコニコ箱】 小計 33,000円  今年度累計 265,000円 
目標額 1,300,000円 達成率20％ 

稲掛 英男 ・伊豆田千加様をお迎えして。 

吉田  修 ・伊豆田様をお迎えして。 

瀬田 保二 ・伊豆田様のお話しを楽しみに。 

出射 靖生 ・伊豆田様のスピーチを楽しみに。 

藤井文治郎 ・伊豆田さんのスピーチ楽しみです。 

 

森  正廣 

・伊勢志摩「大王﨑灯台」 

 海産物もおいしいです。 

BOXへ 一口 茂樹、鎌野 孝和、太田 勝彦 

林  良訓 

 

千田  適 

・夏の疲れがとれません。 

 皆様はいかがですか？ 

安田  勝 ・ワイフの誕生日にお花を頂いて。 

德田 正彦 ・秋の長雨 本年は早いです。 

松尾 義平 ・寒暖差、老人にはきびしいです。 

 

岸上 隆幸 

・先週は急用で無断欠席をし 

 申し訳ありませんでした。 

上原 従正 ・伊豆田千加さんのスピーチを楽しみに 

田中  守 ・伊豆田様のスピーチ楽しみです。 

 

山本 拓生 

・伊豆田さん、ようこそ、 

 スピーチ楽しみにしてます。 

万殿 慎二 ・伊豆田さんのスピーチ楽しみです。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 15,000円 今年度累計 128,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率19％ 

 

吉田  修 

・本日、理事役員会です。 

 ご出席の皆様、よろしくお願いします。 

林  良訓 ・早退おわび。 

BOXへ 稲掛 英男、松尾 義平、鎌野 孝和 

岸上 隆幸 

内山 正元 ・アジアの留学生のために。 

 

 

第２４回洛西高校オープン文化祭 
  

９月１２日（土） １２：１５～１６：００ 
 

会 場： ㈱京都コッリーナ「京都エミナース」 

 

ウェルカム演奏・書道パフォーマンス、学年優秀  

クラス仮装ショーアップ・演劇発表、吹奏楽部 

コーラス部演奏他 



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（ｸﾗﾌ研゙修ﾘｰﾀﾞ兼ー務） (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) 

 

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」 

 

 

㈱オフィスピュアライト27 代表取締役 佐々木清次様 

９月１１日(金) 

９月１４日(月) 

18：30～ 

９月１５日(火) 

９月１６日(水) 

９月１７日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

㈱京つけもの西利 代表取締役社長 京都ＲＣ会員 平井 誠一様 

「周年事業を成長、発展の電源に」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「ミラノ国際博覧会・京都の取組について」 

「音楽例会」 

「スペシャルティコーヒー」 

「『敦盛』薩摩琵琶演奏」 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣとの合同開催、＊ビジター受付は平常通り行われます。 

第１回クラブフォーラム（社会奉仕部門） 

－敬老のお祝い－ 

＊9/16（水）18：30～19：30ビジター受付は平常通り行われます。 

「旬おいしく、やさしく。」 

－新会員スピーチ－ 

「負けてたまるか」 

「最近のラジオのはなし」 

「クラブ管理運営について」 

「ヒューストン留学で学んだこと」 

鶴田流薩摩琵琶奏者 平田  卓様 

 

 

㈱毎日放送 ラジオ局営業部 部次長 大月  勇様 

元グローバル補助金奨学生 柳生 茂希様 

 

会員 山科 隆雄様 

京都府参与（ﾐﾗﾉ万博関連事業担当） 

松村 秀実 明子様 

京都ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ学院・京都情報大学院大学 

京都自動車専門学校 統括理事長・教授 長谷川 亘様 

「ｲﾗｲﾗや肩こりから起こる栄養ﾊﾞﾗﾝｽと姿勢」 

例会時間・場所変更 

「クラブデー」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「スーパーサーズデー」 

京都中ＲＣとの合同公式訪問の為、例会時間場所変更 

「京都ドメイン.kyoto 申告受付開始」 

「京の火まつり」 

第２回クラブアッセンブリー ガバナー公式訪問準備 

「イタリア歌曲及びイタリア オペラ アリア 」 

一般社団法人 ＪＰＮ美容矯正ｾﾗﾋﾟｽﾄ協会 代表理事 

美容矯正ｵｰﾄｸﾁｭｰﾙｱﾅﾘｽﾄ 代表 山口勝美様 

 

稲葉 清一様  清水 義朗様 

 

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 ﾛｰﾀﾘ財ー団･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 

RI第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

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 

（ｸﾗﾌ研゙修副ﾘｰﾀﾞ兼ー務） 
(役員) 会長エレクト 

(役員) 直前会長 

佛教大学教授 京都中ＲＣ会員 八木  透様 

奈良県教育大学教育学部 特任淮教授  

関西二期会会員 大谷 圭介様 

㈱ヒサシヤマモトコーヒー 代表取締役 山本  尚様 

クラブ管理運営委員長 梶野 興三様 


