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 ２０１５年９月２４日（木）  第１２３５回例会  Vol.１１ 

例会プログラム 

１．次週例会終了後、１０月度定例理事役員会を行い

 ます。 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌 「とおりゃんせ」 

  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 

 －会員スピーチ－ 

「入会を振り返って」 
 

                    王   杲会員 

閉会点鐘       13:30 

ＧＥＴＳで学友夫妻がユーモアあふれるスピーチ 

 

9月1～2日、都内でガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ）が

開催され、2日午後のセッション「ロータリー米山記念奨学会 

プログラム」において、小沢一彦理事長と 岩邉俊久事務局長

が米山記念奨学事業の現況報告を行いました。 
 

つづいて「ロータリー学友からのメッセージ」のセッションでは、

ネパール出身で第2590地区米山学友会会長のエソダ・バス

ネットさんと、 そのご主人でネパール政府公式通訳者として

活躍中のジギャン・クマル・タパさんがそれぞれスピーチを行

いました。 

 

夫婦そろって話し上手のお二人は、時折、会場の笑いを誘い

ながら、「ロータリーファミリーの一員になって、 国に対する 

偏見が無くなり、社会奉仕に目覚めた」 「民間交流の大切さ

に気づいた」と、ロータリーとの出合いで得たことを振り返りまし

た。その思いを実践するように、4月25日のネパール大地震発

生以降、夫妻で率先して現地への支援活動を続けています。

そんなお二人に会場の研修リーダーやガバナーエレクト   

ご夫妻の皆さんから、盛大で温かな拍手が送られました。 

◇事務局移転のお知らせ 

奈良大宮RCが９月３日（木）より事務局を移転

されました。 
  

 〒630-8115  

 奈良県大宮町6丁目3-7 中室ビル3Ｆ 

電話、ファックス、E-mailは変更ありません。 

 

◇例会日時臨時変更のお知らせ 

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２５日（金）京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません。 

 

  クラブ・デー 

第３回クラブ討論会（会員増強） 

 「秋の家族会」 
 

 日程 １０月１８日（日） 

 場所 三重県 賢島  

 費用 会員 １万５千円  

  家族 １万円 

＜行程＞ 

例会場において出欠を 

とっております。 

京都駅 
（京阪ｱﾊﾞﾝﾃｨｰ前） 

8：25 

賢島 

11：15 

貸切バスです 

賢島駅 

14：50発 

「宝生苑」 

昼食＆入浴 

京都駅 

17：38着 

英虞湾ｸﾙｰｽﾞ 
約50分 

特急列車 

 しまかぜ 

今日の歌   「とおりゃんせ」 
 

通りゃんせ  通りゃんせ 

ここはどこの  細道じゃ 

天神様の  細道じゃ 

ちっと通して  下しゃんせ 

御用のないもの  通しゃせぬ 

この子の七つの  お祝いに 

お札を納めに  参ります 

行きはよいよい  帰りはこわい 

こわいながらも 

通りゃんせ  通りゃんせ 

↑9月会員誕生日お祝い 

出射会員、王会員、稲掛会長と谷口会員 

←林会員増強委員長 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

第１回炉辺会合３班の報告 

 

 ９月１３日、岡崎の「六盛」に、出射、児嶋、末永 

松尾、安田の各会員合い集い、この国のまた世界の 

政治、経済、社会問題等、そしてクラブの現状と会員

増強について多くの話し合いをし、楽しく有意義な 

一時を過ごした。特に会員増強については若い会員の

頑張りに期待と。 

（報告者：安田 勝） 

 
 

第１回炉辺会合５班の報告 
 

開催日時 平成２７年９月１０日午後６時３０分 

開催場所 創作中華「一之船入」 

出 席 者 吉田修会員、森正博会員、内山正元会員、 

 中川俊夫会員、太田勝彦会員、千田適会員 

 

 本会のテーマは女性会員の入会についてでした。 

 女性会員入会について、出席者の誰も異存はなく、

早速、前々回スピーチをしてくれた女性(お名前忘れま

した)に入会のアタックをしてはどうかとの意見が出て

おりました。万殿さん、山本さんよろしく。 

 その他、話は

政治・経済に及

び楽しい時間を

過ごしました。 

          

 

◆地区内行事 

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  

１０月１８日（日） 「秋の家族会」 三重県 賢島 

１０月２２日（木） 休会 

１１月 ７日（土） 台湾三重中央RC創立２７周年記念例会 

 新北市新荘典華飯店 盛典廳 18：30～ 

１１月１２日（木） 第２回クラブ協議会  

次回例会 １０月１日（木） 
  

 「きき脳と整理整頓 

～個性を活かして、ムリなく、ムダなく～」 

笑顔が増える暮らし方研究所 主宰 
 

家づくりオーガナイザー 

   馬場 美恵様 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 2,000円 今年度累計  23,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 38％ 

BOXへ 末永  寛、稲掛 英男 

◇出席率報告◇  

出席率報告『９月１７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２０名（６名）７４．０７％ 

ご来客１名 

９月３日例会のMake-up後の出席率 ９６．３０％ 

【ニコニコ箱】 小計 14,000円  今年度累計 296,000円 
目標額 1,300,000円 達成率23％ 

稲掛 英男 ・今日のクラブ討論会よろしく。 

 

吉田  修 

・本日、クラブ討論会 

 よろしくお願いします。 

 

森  正廣 

・みどり市草木湖マラソン、アップダウン

 がきびしいです。 

 

末永  寛 

・安田さん、出射さん家庭集会ありがとう 

 ございました。 

BOXへ 鎌野 孝和、児嶋 雄二、一口 茂樹 

林  良訓 ・みんなで行こう伊勢賢島へ。 
 

出射 靖生 

・安田先生 炉辺会議御世話になりま

 した。 

 

稲掛 英男 

・今日も雨でうっとうしい天気が 

 続きますね。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 10,000円 今年度累計 150,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率22％ 

出射 靖生 ・チリ津波 心配ですね。 

 

吉田  修 

・本日、クラブデー 

 よろしくお願いします。 

森  正廣 ・わたらせ渓谷鉄道、見どころいっぱい。 

安田  勝 ・世界の平和と安定を願って。 

BOXへ 藤井文治郎、鎌野 孝和 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、山本 拓生 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 6,000円  今年度累計  56,000円 
目標額 400,000円 達成率 14％ 

安田  勝 ・クラブ発展の為に。 

【米山奨学会箱】 小計 7,000円 今年度累計 151,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 21％ 

 

谷口 泰義 

・吉田さん彼岸花の芽が出ました。 

 お気遣い、謝々。 

吉田  修 ・ノムルンさん、風邪、大丈夫ですか？ 

上原 従正 ・ノムルンさんお元気ですか？ 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男 

(報告者：千田 適) 

 



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) 

須山 哲次会員 

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～ 

「クラブ・デー」 

 

 

株式会社イシダ 滋賀営業所技術統括部 技術企画管理部長 田尻 祥子様 

９月２５日(金) 

９月２８日(月) 

18：30～ 

９月２９日(火) 

９月３０日(水) 

１０月１日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

北山造園 庭師 北山 安夫氏 

｢生き続ける企業を目指して」 

－休会－ 

「文化財（建造物）を修理する」 

－休会－ 

「日本食とお漬物」 

「市民と共に進める京都市の教育改革～道徳教育の取組を中心に～」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

第２回クラブフォーラム（青少年奉仕部門） 

「日本経済の現状と今後の方向は」 

ｸﾗｰｸ記念国際高等学校 京都ｷｬﾝﾊﾟｽ 

単位制ｺｰｽ長 企画主任 中岡 隆吉氏 

「庭造りとその精心」 

「大船撮影所の思い出と日本映画の今」 

「～長唄～」 

「日韓の架け橋としての役割」 

「IM情報 パートⅠ」 

「未定」 

京都市教育長  

在田 正秀氏 

㈱帝国データーバンク  

代表取締役社長 後藤 信夫様 

会員 田中 洋一様 

米山奨学生 金  東柱さん 

 

 

㈱聖護院八ツ橋総本店 専務取締役 鈴鹿可奈子様 

京都市文化市民局元離宮二条城事務所  

担当課長 後藤 玉樹様 

奈良国立博物館 名誉館員 鈴木 喜博氏 

「戦後70年-わが少年期を語る」 

「クラーク高校 京都キャンパス ピアアシスタント 

活動を通しての生徒たちの成長について」 

「関わりのなかで人は育つ－こども芸術大学等で思うこと」 

「お月見例会」開催の為、例会変更 

「未定」 

－会員スピーチ－「未定」 

｢東大寺南大門の仁王像と平成大修理｣ 

～米山月間に因んで～「未定」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「美を愉しむ」 

公式訪問前のアッセンブリー 森田 惠三ガバナー補佐 

ＲＩ第２６５０地区ガバナー 中澤 忠嗣氏 

映画監督 朝原  雄三氏 

＊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 

＊ビジター受付はありません。 

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 

地区米山奨学生 京都府立大学修士2 年 羅 鑫（ラ キン）様 

日展彫刻審査員、京都教育大学名誉教授 元・京都伏見RC会員 木代 喜司氏 

株式会社 もり 京都西RC会員 代表取締役 森  義治様 

IM実行委員会委員長 伊東 一壽様 


