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 ２０１５年１０月１５日（木）  第１２３８回例 Vol.１４ 

例会プログラム 

１．１０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した。 

 当クラブより、林、中川、太田の各会員が参加

 され ました。 

２．１０月１８日（日）「秋の家族会」が開催され

 ます。ご参加の会員・ご家族の皆様、よろしく 

 お願いたします。 

３．１０月２２日（木）の例会は休会です。 

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  

 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  

 閉会点鐘       13:30 

  

 創立25周年記念事業 

阪急洛西口駅西口前の時計台完成 

 
 

創立２５周年記念事業の阪急洛西口駅西口前の時計台が

完成しました。 

１０月８日（木） 

例会終了後、視察に行き 

ました。 

 

参加者： 森、松尾、 

     德田、上原、 

     末永、吉田、 

    万殿の各会員 

－会員スピーチ－ 

  「 記憶力 」 

 

出射 靖生会員 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

１０月２８日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

１０月３０日（金）京都洛西ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

１０月１６日（金）京都紫竹ＲＣ 

１０月２１日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１０月２２日（木）京都さくらＲＣ 

１０月２９日（木）京都北ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません。 

 

 「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＞ 

京都駅 
（ｱﾊﾞﾝﾃｨｰ前） 

8：25集合 
貸切バスです 

賢島駅 

14：50発 

「宝生苑」 

昼食＆入浴 

英虞湾ｸﾙｰｽ  ゙

約50分 

賢島 

11：15 

阪急洛西口駅 

8：05集合 

特急列車 

 しまかぜ 

京都駅 

17：38着 

米山奨学生 

 トンガラグ ノムルン様 
 

モンゴル生まれ 

立命館大学 国際関係学部 

グローバルスタディーズ ３年 

 



 
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 

 

参加者 中川、林 

 太田の各会員 

  

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 1,000円 今年度累計  26,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 43％ 

BOXへ 稲掛 英男 

◆地区内行事 

１１月１４-１５日 インターアクト地区大会 

 奈良県立一条高等学校 ならまちｾﾝﾀｰ 

１１月１５日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI）  

 第2650地区RLIﾊﾟｰﾄⅢ研修会 

 京都文教学園 9：40～17：00 

◆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  

次回例会 １０月２９日（木） 
  

 「薩摩琵琶演奏」 

  鶴田流薩摩琵琶奏者 

 平田  卓様  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２１名（５名）８０．７７％ 

ご来客３名 

９月２４日例会のMake-up後の出席率 ７４．０７％ 

【ニコニコ箱】 小計 15,000円  今年度累計 366,000円 
目標額 1,300,000円 達成率28％ 

出射 靖生 ・本日はスピーチさせていただきます。 

稲掛 英男 ・出射靖生会員のスピーチ楽しみに。 

瀬田 保二 ・出射会員のお話しを楽しみに。 

末永  寛 ・出射さんのお話しを楽しみに。 

藤井文治郎 ・出射さんのスピーチ楽しみです。 

 

森  正廣 

・内山さん、昨日は、楽しい酒盛 

 ありがとうございます。 

 

吉田  修 

・１８日の家族会に行けなくなりました。 

 ご容赦ください。 

BOXへ 岸上 隆幸、一口 茂樹 

京都ＲＣ 

伊藤 敏彦様 

・京都桂川ロータリークラブさん 

 お世話になります。 

 

 

稲掛 英男 

・桂川ロータリー夫人の会 

 有志の皆様お花をありがとうございま

 した。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 7,000円 今年度累計 198,000円 
 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率30％ 

田中  守 ・出射先生のスピーチ非常に楽しみです。 

 

 

 

吉田  修 

・昨日、京都ＲＣ 創立90周年記念式典 

 に参加してきました。 

 そういえば、10年前の80周年の際も 

 出席したのを思い出しました。 

 

万殿 慎二 

・鈴鹿サーキットに走りに行ってきまし

 た。 

藤井文治郎 ・寒くなってきましたね。 

【米山奨学会箱】 小計 18,000円 今年度累計 200,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 28％ 

吉田  修 ・出射先生のお話、楽しみに。 

谷口 泰義 ・出射さん ボケ老人を救って下さい。 

BOXへ 岸上 隆幸、田中  守 

上原 従正 ・出射先生のスピーチを楽しみに。 

万殿 慎二 ・出射会員のスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・祝 ノーベル賞受賞。 

 

 

内山 正元 

・ラグビーワールドカップ、ジャパン 

 決勝トーナメントに行けますように 

 ^_^ 

稲掛 英男 ・米山月間によせて。 

安田  勝 ・米山月間によせて。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、吉田  修 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 4,000円  今年度累計  68,000円 
目標額 400,000円 達成率 17％ 

 

森  正廣 

・真岡井頭マラソン、親子の部は、ほほ

 えましくて泣けてきました。 



●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) 

Cs’walkingshool 芦屋校代表  

竹澤 摩佑子様 

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」 

ヴィアトール学園洛星インターアクトクラブ 

米山奨学生 ラハディアン ユスフ君 

国際ロータリー第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣氏 

１０月１６日(金) 

１０月１９日(月) 

18：30～ 

１０月２０日(火) 

１０月２１日(水) 

１０月２２日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

ＲＩ第２６５０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 京都西ＲＣ会員 森田惠三氏 

「友情について」 

「未定」 

「国際ロ－タリ－第2650地区の社会奉仕」 

親睦旅行例会（17～18）の為、例会変更 

「転換期にある人や企業と自然との 

かかわり方～京都の観光と自然資源～」 

 「暴力団情勢について」 

志明院住職 田中 眞澄氏 

 「インターアクト夏期海外研修報告」 

クラブ・フォーラム（クラブ戦略策定） 

「戦後７０年！わが少年期を語る」 

「サントリーの環境経営」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「ありのままに生きようとしたありはありのままだった」 

-米山奨学生スピーチ-「教育を通じて社会貢献を」 

「形と骨格」 

京都府警察本部刑事部犯罪組織対策総括室  

組織犯罪対策第二課長 三尾 昌樹氏 

クラブ戦略策定委員長 松井 信五様 

職業奉仕委員長 会員 時田 猛様 

歌手･タレント･書道家 原田 伸郎様 

米山奨学生 程    遥様 

＊ビジター受付はありません。 

会員 左右田 健次様 

（株）奥城崎シーサイドホテル 代表取締役社長 

地区社会奉仕委員 京都南RC会員 岩井美晴様 

会員 石田 耕三君 

 「ガバナー公式訪問所感」 

－新入会員ｽﾋﾟー ﾁ－「Ｃ(ｸﾗｯｼｯｸ)．Ｔ(ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙ)．Ｐ(ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ)．－古典・伝統・製造－」 会員  山田 孝久様 

「地区別職業奉仕担当者会議報告」 

 「山寺からのメッセージ」 

「私の研究」 

「～経営者に必要な良い印象と健康まで手に入る 

～日常の基本動作をトレーニングに変える方法」 

～新入会員スピーチ～｢天職との出合い｣ 

「秋の夜長を楽しむ会（家族親睦例会）」の為、例会場所臨時変

「クラブデー」 

「現代に生かす禅のこころ」 

国際ロータリー第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣氏 

 

サントリーホールディングズ㈱ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 

企画部長 エコ戦略部長 内貴 研二氏 

＊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 

山政小山園 取締役顧問 宇治茶伝道師 小山 茂樹様  

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 

＊ビジター受付はありません。 

妙心寺 退蔵院 副住職  松山 大耕氏 

ｻﾝ・ｱｸﾄ㈱ 代表取締役副社長 小島 玉雄様 

京都大学博士2年 郭  睦博様 


