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 ２０１５年１０月８日（木）  第１２３７回例会  Vol.１３ 

例会プログラム 

１．１０月７日（水）京都ホテルオークラにおいて 

 京都ＲＣ創立９０周年記念式典例会並びに祝宴が行

 われました。会長、幹事が出席致しました。 

２．１０月１０日（土）琵琶湖カントリー倶楽部に 

 おいて第７０回京都市内２４ＲＣ懇親チャリティー

 ゴルフ大会が開催されます。 

 当クラブより、児嶋、林、中川、太田の各会員が 

 参加されます。 

４．三重中央ＲＣ創立27周年記念例会参加について 11/7（土） 

５．第２回クラブ協議会について  11/12（木） 

６．ガバナー公式訪問について   11/26（木） 

７．第５回クラブ討論会について（財団・米山）11/19（木） 

８．クリスマス家族例会について 12/19（土） 

９．青少年交換について 

10．第２回炉辺会合について 

11．インターアクトクラブ分担金について 

12．創立２５周年記念事業の会計報告について 

13．その他 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「村祭り」 

  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－ 

  「 記憶力 」 

   出射 靖生会員 

閉会点鐘       13:30 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

１０月 ９日（金）京都東ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません。 

 

今日の歌   「村祭り」 
 

 村の鎮守の 神様の 

今日はめでたい 御祭日 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

朝から聞こえる 笛太鼓 

－訃報－ 

９月２８日、稲掛会長夫人由美子様がお亡くなり

になりました。 

ここに謹んでご報告いたします。 

心からご冥福をお祈りいたします。 

 

 「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 

第１回炉辺会合１班の報告 
 

 ９月１７日（木）、参加者、德田、鎌野、王、  

髙橋、瀬田の会員参加のもと、少し秋を感じる宵、 

中華レストラン「桃園亭」にて中華料理と美酒に酔い、 

会員増強･･･女性会員の受入れにつき多くを話し合い 

５名の参加者の内、受入れに消極的な会員は３名で

あった。 

 又、最近何かと話題の多い中国状況につき中国国内

の現状と訪日観光団の動向等を話題多く話し合い２時

間３０分の談義が終了する。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

報告者 瀬田 保二 

日 時 2015 年 10 月 1 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、林、中川、吉田、一口、森、出射、 

     鎌野、内田、児嶋、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 

３．秋の家族会について 10/18（日） 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

2015-16年度 第２回炉辺会合の組分けについて 
 

本年度第２回炉辺会合を１２月末日迄に開催いただき、 

会合終了後、事務局宛報告をお願いします。 
＊テーマ「青少年交換留学生の受入れについて」  

       クラブ管理運営委員長 森  正廣 

 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 太田 王 上原、安田、松尾、山田 

2 岸上 林 髙橋、德田、千田、出射 

3 一口 児嶋 稲掛、谷口、上山、吉田 

4 藤井 万殿 内田、内山、鎌野、近藤、大森 

５ 末永 中川 山本、瀬田、田中、森 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 1,000円 今年度累計  25,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 42％ 

BOXへ 稲掛 英男 

◆地区内行事 

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１８日（日） 「秋の家族会」 三重県 賢島 

１０月２２日（木） 休会 

１１月 ５日（木） １１月度定例理事役員会 

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  

 ガバナー公式訪問準備 

１１月２６日（木） ガバナー公式訪問所感 

 第３回クラブ協議会 

次回例会 １０月１５日（木） 
  

 クラブ・デー 第４回クラブ討論会 

 「米山月間スピーチ」 

   米山奨学生  

トンガラグ ノムルンさん  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月１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％ 

ご来客１名 

９月１７日例会のMake-up後の出席率 ７７．７８％ 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

松尾 義平、吉田  修 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 5,000円  今年度累計  64,000円 
目標額 400,000円 達成率 16％ 

 

稲掛 英男 

・９月２８日、家内は旅立ちました。 

 いろいろお世話になりました。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 34,000円 今年度累計 191,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率29％ 

万殿 慎二 ・馬場さんのスピーチ楽しみです。 

【ニコニコ箱】 小計 41,000円  今年度累計 351,000円 
目標額 1,300,000円 達成率27％ 

稲掛 英男 ・馬場美恵様のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・馬場美恵さんのスピーチ楽しみに。 

 

谷口 泰義 

・馬場さんのスピーチでかしこい老人に 

 なります。 

出射 靖生 ・馬場さんのスピーチ楽しみに。 

 

岸上 隆幸 

・所用で３週続けての休みで 

 申し訳ありませんでした。 

 

中川 俊夫 

・三重中央ＲＣ台風お見舞い申し上げ 

 ます。 

 

千田  適 

・２週連続で欠席お詫び、又、本日の

 理事会も欠席します。 

 

上山 泰弘 

・いつも理事会、欠席しましてすいません 

 今日もよろしく！ 

森  正廣 ・舞鶴営業所開設６０周年 

 

上原 従正 

・田中さん、炉辺会でお世話になりま 

 した。 

德田 正彦 ・１０月、月始めの例会ですね。 

 

松尾 義平 

・朝夕、涼しくなりました。 

 カゼに注意。 

BOXへ 太田 勝彦、林  良訓、児嶋 雄二 

末永  寛、鎌野 孝和 

山本 拓生 ・娘の面接ありがとうございました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

出射 靖生 ・スーパームーンはさすがにでかかった 

 

安田  勝 

・会長御夫人の御冥福をお祈り申し上げ 

 ます。 

吉田  修 ・友情に感謝！ 

BOXへ 松尾 義平、德田 正彦、鎌野 孝和 

上山 泰弘、田中  守、岸上 隆幸 

【米山奨学会箱】 小計 24,000円 今年度累計 182,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 25％ 

 

森  正廣 

・新発見！小浜で「のどぐろの笹づけ」 

 いけます。 

出射 靖生 ・与那国島台風御見舞。 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、松尾 義平 

鎌野 孝和、田中  守、万殿 慎二 

藤井文治郎 ・馬場美恵さんのスピーチ楽しみです。 

上山 泰弘 ・理事会欠席すみません。 



●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) 

特非）らくさいけあーねっと ふれあいサロンたんぽぽ 平野 元子様 

福）衆善会 児童養護施設 和敬学園 施設長 樋口 文昭様 

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」 

 

R.I.第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣氏 

 

１０月９日(金) 

１０月１２日(月) 

18：30～ 

１０月１３日(火) 

１０月１４日(水) 

１０月１５日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

米山奨学生  劉 嘉碩（りゅう かせき）さん 

「休会」 

～職業奉仕クラブ・フォーラム～ 

｢日本の航空機産業の現状と寺内製作所｣ 

「６０周年を迎えた北区の新たなまちづくり」 

「米山奨学生スピーチ」 

「日韓の架け橋としての役割」 

 「祝日休会」 

 

 「祝日休会」 

「日本の安全保障」 

京都西北ローターアクトクラブＯＧ  

乗松明日香さん  山仲 舞さん 会員  白井 治夫君 

「日本での大学生活」 

-米山月間に因んで -「 素晴らしい航海 - ｲﾝﾄﾞから日本留学紀行 」 

「クラブ・デー」 

「故 荒堀正義会員追悼例会」 

「社会奉仕『あらぐさ・何でも市』について」 

「My・・・」 

 

同志社大学 学長 村田 晃嗣様 

京都産業大学大学院法学研究科  

1年生 寺田 龍一君 

河内 誠一会員、上西 阿沙会員 

会員 足立 賢一様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

京都市 北区長   長谷川淳一様 

米山奨学生 程  遙さん 

 「祝日休会」 

「故 嶋崎俊夫会員を偲んで」 

「三重いなべ市の空き屋調査とその結果」 

 「祝日休会」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「施設が求める支援の形とは」 

-米山月間スピーチ-｢形と骨格｣ 

「京都・観国之光～京都の魅力と三山～」 

「社会保障・税番号制度 民間事業者の対応」 

「クラブ・デー」 

 

右京税務署 総務課長 池田 和昭氏 

米山奨学生 ｼﾝｸﾞ・ﾜﾝﾀﾞﾅさん 

京都大学博士2 年 陳奕均（ﾁﾝｲｰﾁｭﾝ）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 

奉仕プロジェクト委員長 山本 賀則会員 

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 

合同会社京都ジャーナリズム歴史文化研究所代表  

丘 眞奈美様 

 

米山奨学生 金 東柱様 

社会奉仕委員長 山内 克己様 


