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 ２０１５年１１月５日（木）  第１２４０回例会  Vol.１６ 

例会プログラム 

１．１０月２９日（木）例会終了後、例会場において

 指名委員会が行われました。 

２．１１月３日（祝）小畑川グランドにおいて

 第２３回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会の開会式が

 開催されました。 

 稲掛会長と内田青少年奉仕委員長、万殿会員、  

 山本会員が出席されました。 

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。 

４．１１月１２日（木）は森田ガバナー補佐をお迎

 えし、第２回クラブ協議会（ガバナー公式訪問の

 準備）を行います。クラブ協議会開催の為、時間

 が延長になります。よろしくお願い致します。 

５．本日例会終了後、１１月度定例理事役員会を

 おこないます。 

開会点鐘                                      12：30        

  国家「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

  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 

「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 

閉会点鐘       13:30 

地区を越え奨学生らが日本の高校生と国際交流 

 

９月２６日、米山奨学生と学友が東京都立小平高等学校 

を訪れ、高校生約２８０人へ国際交流の授業を実施しま

した。 

 このプロジェクトは、東京米山友愛ＲＣと東京米山

ロータリーＥクラブ２７５０が共催するもので、今年で

３年目を迎えます。今回は、５５地区から現役奨学生 

２５人、関東在住学友４２人ら１５カ国の留学生たち

が、日本の高校生に中国語を教えたり、母国を紹介する

グループ授業を行いました。 

同校の栃倉校長は、「国際交流と異文化理解は前に進む

力です。アジアの学生と交流する機会が少ないので、 

こうして身近に話すことで、学生たちにいい刺激となり

ました」と話し、発起人となった朴貞子さん（東京米山

友愛ＲＣ）も、「参加してくれた奨学生・学友の皆さん

が、それぞれの地域で高校生との交流を展開してくれた

ら、それこそがロータリーの“善の循環”ではないかと

思います」と、語りました。 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

１１月１１日（金）京都西北ＲＣ 

１１月１２日（木）京都南ＲＣ 

１１月２６日（木）京都南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 

 甲賀 彩香（こうが あやか）様 
 

1971年 東京都生まれ 

1993年3月 立命館大学産業社会学部 卒業 

1993年4月 JTB入社 

2000年9月 JTB退職 

現在、夫、二男一女と京都市西京区在住。 

2012年より、子育ての悩みから、アドラー心理学 

 「勇気づけ」を学びはじめる。 

2013年3月 勇気づけELM（エルム）リーダー取得 

2014年より Colorful Aroma Room ＊Smile＊ 

        (カラフル アロマ ルーム スマイル） 

 として活動開始。 

以降、「勇気づけコミュニケーションELM講座」を

中心に、主には、子育て中のお母さんたちを勇気

づける講座を開催中。 

 

その他 ・『お母さんたちの笑顔が家族の笑顔に

 つながる』をコンセプトにした手作り

 市「お寺市」を主催。 

 ・西京区を地域ぐるみで子育てしやすい 

  街に！「アミューズアップ」の 

  メンバーとしても活動中。 

 

「琵琶演奏『壇ノ浦』」 

 鶴田流薩摩琵琶奏者 

 平田  卓様 

１１月 ９日（月）京都紫野ＲＣ 

 ビジター受付はありません。 

  



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◆地区内行事 

１１月１３日（金） 第２回京都市内２４RC連絡協議会 

 会長・幹事会 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 18：00受付 18：30～ 

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１４日（土） 2015-16ソウル国際大会説明会 

 京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ 14：00～15：30 

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 

１１月１８日（火） 第２８回市内２４RCロータリアン同志社会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 18：00～ 

１１月２１日（土） 芦屋川RC創立25周年記念例会 

◆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 

 １１時からガバナーと理事・役員懇談会 

次回例会 １１月１２日（木） 
  

第２回クラブ協議会（ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問準備）

「戦後70年！わが少年期を語る」 
   RI第2650地区京都市域第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当 

  ガバナー補佐 

    森田 惠三様  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月２９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２名 

１０月８日例会のMake-up後の出席率 ９２．３１％ 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 3,000円  今年度累計  73,000円 
目標額 400,000円 達成率 18％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、田中  守 

岸上 隆幸 

万殿 慎二 ・平田さんの演奏楽しみです。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 11,000円 今年度累計 216,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率32％ 

 

千田  適 

・風邪が流行っています。 

 お体大切に！！ 

 

 

出射 靖生 

・第２４回回生病院健康祭り１４３０名 

 の参加をえ、盛大に終えることができ 

 ました。 

 

 

田中  守 

・出射先生、親睦委員の皆様 

 家族会お世話になりありがとうござ 

 いました。 

谷口 泰義 ・秋の家族会 ごくろうさんでした。 

 

吉田  修 

・谷口さん 先日はわざわざありがとう 

 ございました。 

 

 

稲掛 英男 

・松尾さん、訪台の件 

 いろいろとお世話になりありがとう 

 ございます。 

BOXへ 児嶋 雄二、岸上 隆幸 

【ニコニコ箱】 小計 23,000円  今年度累計 409,000円 
目標額 1,300,000円 達成率31％ 

稲掛 英男 ・平田 卓様の演奏を楽しみに。 

吉田  修 ・平田様をお迎えして。 

 

 

 

出射 靖生 

・｢秋の家族会」晴天に恵まれハプリング 

 もありましたが、無事に終えることが 

 できました。 

 皆様おつかれさまでした。 

 

德田 正彦 

・秋の家族会 出射親睦委員長 

 お世話様でした。 

 

松尾 義平 

・出射委員長 

 家族会ありがとう御座いました。 

 

内山 正元 

・家族会、お世話になりました。 

 良かったです。 

安田  勝 ・一年で一番よい季節になりました。 

森  正廣 ・大学のゼミ同窓会は下部温泉でした。 

太田 勝彦 ・がんばって出席します。 

京都西南ＲＣ 

池田 敏子様 

・琵琶奏者 平田 卓氏の演奏を楽しみに 

 して。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

BOXへ 吉田  修、田中  守、千田  適 

【米山奨学会箱】 小計 10,000円 今年度累計 220,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 31％ 

稲掛 英男 ・米山月間によせて。 

 

万殿 慎二 

・「秋の家族会」大変楽しみました。 

 出射委員長ありがとうございました。 

上原 従正 ・米山月間に寄せて。 

出射 靖生 ・平田様の演奏楽しみに。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 3,000円 今年度累計  30,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 45％ 

BOXへ 太田 勝彦、稲掛 英男 

 

万殿 慎二 

・西南ロータリークラブ 

 池田さん ようこそ。 



●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) 

中西 康拡会員 

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～ 

「ロータリーの魅力」 

＊ビジター受付はありません。 

琵琶奏者  黒田 月水様 

 

１１月６日(金) 

１１月９日(月) 

18：30～ 

１１月１０日(火) 

１１月１１日(水) 

１１月１２日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

R.I.第2650地区ポリオプラス委員長 京都北東ＲＣ会員 石田 徹氏 

「地区ロータリー財団補助金について」  

～ロータリー財団月間スピーチ～｢ポリオ撲滅に向けて」 

「支えます！守ります！京の上下水道 

～琵琶湖疏水から24時間・365日～」 

追悼例会（故 祐森 昭郎 会員を偲んで） 

「今考える相続対策のススメ」 

 京都紫野RC・京都西RC合同例会「醜と斗う人々」 

地区ＲＬＩ委員会委員 横江 孚彦氏 

京都西RCとの合同例会の為、例会場所変更 

クラブ・デー 新入会員スピーチ 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」 

「京都南座顔見世での襲名披露を前に」 

クラブ・デー 

－休会－ 

「ロータリー財団について」 

クラブデー 

冨士森形成外科医院院長  

京都嵯峨野RC会員 冨士森良輔氏 

青山 真由美様、深海 季生様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

会員  山脇 健司様 

R.I.第2650地区ロータリー財団委員長  

敦賀西R.C.会員 八木 秀之氏 

京都市公営企業管理者 上下水道局長 水田雅博様 

本法寺 貫首 瀬川 日照氏 

 「ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度開始までに準備すべきこと」 

同日18:30～「京都ホテルオークラ」に変更 

「未定」 

「ＲＬＩって？」 

「演奏とお話し『古都に甦る現代の琵琶』」 

－会員スピーチ－「飴屋の話 パート4」 

「書について」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「足の健康と靴について」 

「出会いからＲ財団地区委員」            会員 下世古 晉様 

「出会いからﾛﾝﾄﾞﾝ留学生活を終えて」     地区R財団補助金奨学生 石割美紗子様 

やまもと会計事務所 税理士 山元陽一郎様 

大井 敬子氏 

歌舞伎俳優 四代目 中村 鴈治郎師 

 

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 

RI第2650地区ポリオプラス委員長  

京都北東RC会員 石田 徹様 

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 

R.I.第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣氏 

岩井会計事務所 副所長 岩井 啓治様 

地区財団補助金委員会委員長 京都嵯峨野RC会員 名井 得郎氏 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 


