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 ２０１５年１０月２９日（木）  第１２３９回例会  Vol.１５ 

例会プログラム 

１．１０月１８日（日）「秋の家族会」が開催され

 ました。ご参加の会員・ご家族の皆様、お疲れ様

 でした。 

２．次週例会終了後、１１月度定例理事役員会が開

 催されます。 

３．１１月６日（金）～８日（日）台湾三重中央ＲＣ

 創立２７周年記念例会に会員・家族８名が参加

 いたします。 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「虫の声」 

  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 

「琵琶演奏『壇ノ浦』」 

  鶴田流薩摩琵琶奏者 

 平田  卓様  

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３０日（金）京都洛西ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

 

鶴田流薩摩琵琶奏者 

 平田  卓（ひらた すぐる）様 
 

鶴田流薩摩琵琶奏者。早稲田大学在学中に薩摩 

琵琶の第一人者である田中之雄氏に師事し、 

日本で唯一の琵琶サークル「琵沙門」にて活躍。 

ＮＨＫ邦楽技能者育成会第51期を修了。 

東京都葛飾区立天文博物館プラネタリウムコン

サート「星と琵琶の世界」、宮本亜門演出リー

ディング公演「耳なし芳一」（神奈川芸術劇場）

など、様々な演奏会で精力的な活動を展開中で 

ある。 

 

－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 

BOXへ 岸上 隆幸 

【ニコニコ箱】 小計 20,000円  今年度累計 386,000円 
目標額 1,300,000円 達成率30％ 

 

稲掛 英男 

・米山奨学生のトンガラグ・ノムルンさん

 のスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・ノムルンのスピーチ楽しみに！ 

林  良訓 ・ノムルンさんのお話たのしみです。 

山本 拓生 ・ノムルンさんスピーチ頑張って！ 

 

 

谷口 泰義 

・同場所（ホテル）、同日、同時刻に 

 重なる会合でノムルンさんのスピーチ

 を聞くことができずすみません。 

吉田  修 ・松尾さん、何かとお世話になります。 

 

 

出射 靖生 

・この日曜日は秋の家族会です。 

 今一度集合場所、集合時間のご確認を 

 お願します。遅れない様にね！ 

 

森  正廣 

・秋田のファミリーマラソン 

 気持ち良い秋晴れでした。 

万殿 慎二 ・ほろにが会 たいへん楽しみました。 

 

王   杲 

・ロータリーほろにが会で大大吉の 

 一等賞当りました。 

太田 勝彦 ・休みがちですみません。 

 

内山 正元 

・週末に、太宰府天満宮へ 

 おまいりに行ってきます。 

 

 

 

千田  適 

・先日、安土城へ行ってきました。 

 石垣と階段しか残っていませんが巨大

 な城でした。一度、行かれたらどうで

 すか、行く価値ありです。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 7,000円 今年度累計 205,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率31％ 

吉田  修 ・１０/１８家族会欠席お詫び。 

 

稲掛 英男 

・鎌野先生、青少年交換の件ではいろいろ 

 お世話になりありがとうございます。 

【米山奨学会箱】 小計 10,000円 今年度累計 210,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 29％ 

BOXへ 万殿 慎二、岸上 隆幸、鎌野 孝和 

 
会員夫人誕生日お祝い 

 １５日 岸上隆幸会員夫人  和子様 

   ３０日 太田勝彦会員夫人 昌代様 

結婚記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 １７日  髙橋英明会員 

 １８日 吉田 修会員 ２６日  上山泰弘会員 

創業記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 (医)上原医院 

１０月おめでとうございます 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １１月５日（木） 
  

「アドラー心理学に基づく 

コミュニケーション講座」 

甲賀 彩香様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月１５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２３名（５名）８５．１９％ 

ご来客２名 

１０月１日例会のMake-up後の出席率 ９２．８６％ 

今日の歌   「虫の声」 
 

 あれ松虫が   鳴いている 

チンチロチンチロチンチロリン 

あれ鈴虫も   鳴きだした 

リンリンリンリンリインリン 

秋の夜長を   鳴き通す 

ああおもしろい   虫のこえ 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 1,000円 今年度累計  27,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 45％ 

BOXへ 稲掛 英男 

BOXへ 吉田  修 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 2,000円  今年度累計  70,000円 
目標額 400,000円 達成率 18％ 

 

稲掛 英男 

・内田さん、インターアクトいろいろと 

 お世話になりありがとうございます。 

稲掛 英男 ・米山月間によせて 

吉田  修 ・ノムルンさんガンバレー。 

BOXへ 鎌野 孝和 

森  正廣 ・ノムルンさんのスピーチ楽しみに。 

末永  寛 ・秋の家族会 欠席おわび。 

出射 靖生 ・又、台風２個発生しました。 

万殿 慎二 ・ノムルンさんのスピーチ楽しみです。 

林  良訓 ・一助に。 

 「秋の家族会」 

10月18日日曜日、秋の家族例会を開催しました。行き先は、三重県伊勢の英虞湾です。 

観光バスで京都を発ち、英虞湾クルーズで楽しんだ後「宝生苑」にて昼食と温泉でゆっくりし、

今話題の近鉄特急「しまかぜ」にて帰るというものでした。 
 

参加者は、出射親睦委員長夫妻はじめ、稲掛会長、谷口さん、瀬田さんご夫妻、松尾さん、 

徳田さん、鎌野さん、上原 さんご夫妻、森さん、内山さん、千田さん、田中さん、王さんご夫妻、

太田さんご夫妻、万殿さん、古畑さん、ノムルンさんと山本でした。太田さんの奥様の妹さんと

その息子さん（陸上自衛官）も参加され、総勢25名の楽しい1日を過ごしました。 

ノムルンさんは、朝から車中でビールを飲む森さんをはじめとした会員をみて目を丸くしていま

した。モンゴルでは朝からお酒を飲まないそうです。 
 

出足から、予約していた船の出航時間に間に合わないというハプニングがおきましたが、空いていた小さな船に乗船で

き、何とかクルージングを楽しむ事ができました。今回の家族例会は、「しまかぜ」に乗る事がメインであり、非常に人気が

あり予約が取りにくいので帰路の出発時間が決まっており、旅行会社のたてた日程がタイトであったことが原因で、豪華 

客船が小さな船になってしまいましたが、貸切で操船者のガイドも良く、かえってのんびりと楽しめたと思います。 
 

帰りの「しまかぜ」は本当に豪華で、疲れの出やすい帰り道もゆったりとリラックスでき、優雅な気分で車窓を楽しむ事が

出来ました。車内にはカフェもあり、本当に1度は乗ってみて下さいとお勧めしたいです。 
 

企画実行していただいた出射委員長、本当にお

疲れ様でした。            （報告：山本） 

◆クラブ内行事 

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回ｸﾗﾌﾞ協議会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問準備 

１１月２６日（木） ガバナー公式訪問所感 

 第３回クラブ協議会 



●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) 

RI第2650地区パストガバナー RLI日本支部ファシリテーター  

京都八幡RC会員 坂本 克也様 

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～ 

「マイナンバーで世の中こう変わる」 

米山奨学生 汪  晟さん 

衆議院議員  前原 誠司氏 

Ｒ財団補助金委員会 委員（京都朱雀ＲＣ）会員 松林 正高様 

１０月３０日(金) 

１１月２日(月) 

18：30～ 

１１月３日(火) 

１１月４日(水) 

１１月５日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

 

―イニシエーションスピーチ―「未定」 

「日本の秋」 

「休会」 

「第２回クラブ・フォーラム 25周年にむけて」 

「堀場雅夫さんが目指したもう一つの道」 

 新入会員スピーチ「日本には日本生命があります」 

草喰 なかひがし 主人 中東 久雄氏 

 「私の研究テーマ」 

－祝日休会－ 

－祝日休会－ 

― 新会員スピーチ ―「『黒鯛釣りの魅力』について」 

「財団補助金について」 

「京都を考える～国家・都市・文明・文化の交錯するところ～」 

－休会－  

「京都市の交通～市バス・地下鉄」 

会員 関  能信様 

 

京都府総務部 総部調整課 課長 磯崎 弘規様 

近藤文化･外交研究所  

代表 近藤 誠一様 

京都市公営企業管理者交通局長 西村  隆様 

社会保険労務士 西村 真紀様 

会員 加地 保裕様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

会員 村上 隆君 

 「ローター財団について」 

「ロータリーカードを理解して活用しよう」  

「国民番号制の取り扱いについて」 

 草喰の馳走人 真・行・草「草を喰む」 

「日本の外交・安保政策における課題」 

「R.L.I.について」 

-新入会員ｽﾋﾟｰﾁ-｢３Ｄﾌﾟﾘﾝﾀ最前線～伝統文化への活かし方～｣ 

｢撮影所の裏ばなし」  

－祝日休会－ 

－祝日休会－ 

補助金委員会委員長 京都嵯峨野ＲＣ会員 名井 得郎様 

 

春日 英達様 

 

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 

公益財団法人 冷泉家時雨亭文庫 常務理事 冷泉 貴実子氏 

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 

東映京都撮影所専属舞踊振付師 藤間 紋藏様  

 

京都市会議員 村山 祥栄様 

＊ビジター受付はありません。 

ＲＩ第2650地区財団資金推進委員長 

京都東山ＲＣ会員 本田 修造氏  


