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 ２０１５年１１月１２日（木）  第１２４１回例会  Vol.１７ 

例会プログラム 

１．１１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

 いたしました。 

２．本日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。 

３．１１月１３日（金）京都ホテルオークラに 

 おいて第２回京都市内２４ＲＣ連 絡協議会  

 会長・幹事会が開催され、林副会長と末永副幹

 事が出席されます。 

４．１１月１４日～１５日、インターアクト地区

 大会が奈良県において開催され、太田インター

 アクト委員長と洛西高校より山口先生をはじめ

 １２名のインターアクターが参加されます。 

５．１１月１５日（日）京都文教学園において、

 ロータリー・リーダーシップ研究会第２６５０

 地区ＲＬＩパートⅢ研修会が行われ、中川会長

 エレクトが参加されます。 

６．１１月１８日（火）事務局を休局します。 

 至急のご連絡は幹事までお願いたします。 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「里の秋」 

  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 

 「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  

閉会点鐘       13:30 

森田 恵三（もりた けいぞう）様 
 

1934年3月25日生（81才） 

1981.3～1986.11 京都乙訓ＲＣ会員 

1995.5～現在 京都西ＲＣ会員 

2010.7～2011.6 クラブ会長 

2014.7～現在 2650地区京都市域第2グループ 

  担当 ガバナー補佐 
 

税理士法人京都合同会計 代表社員会長 

ＴＫＣ近畿京滋会 名誉会長 

京都商工会議所 常議員（ｻｰﾋﾞｽ産業部会副部会長） 

 

「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 

 

第２３回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会 
 

11月3日 小畑川グランドにおいて

桂川ＲＣ会長杯少年野球大会の開

会式が開催されました。 

稲掛の挨拶で始まり、優勝旗返還

代表選手による選手宣誓、そして

試合開始前に稲掛会長による始球

式行われました。 

 

 

 

 

 

 
出席者 

稲掛会長、内田会員 

万殿会員、山本会員、 

日 時 2015 年 11 月 5 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、林、中川、吉田、田中、一口、森、 

  鎌野、髙橋、児嶋、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） 

４．第23回京都桂川RC会長杯野球大会について 11/3（祝） 

５．三重中央RC創立27周年記念例会参加について11/7（土） 

６．第２回クラブ協議会について  11/12（木） 

７．ガバナー公式訪問について   11/26（木） 

８．年次総会について 12/3（木） 

９．クリスマス家族例会について 12/19（土） 

10. 第４回ｸﾗﾌﾞ協議会について（上半期締め括り） 12/24（木） 

11. 青少年交換について 

12. 西京少年消防クラブに対する協力について 

13. 赤いハネ共同募金について 

14. ベトナムハノイ・ポリオミッションについて 

15. 山林防火啓発用広報媒体等の作製に伴う協賛について 

16. その他 
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台 湾 訪 問 記   

 

11月6日（土）から8日（日）まで、三重中央RC創立27周年記念式典に出席のため、台湾を訪問

いたしました。 

参加者は、稲掛会長、林副会長、中川エレクト夫妻、児嶋国際奉仕委員長、万殿財団委員長、 

松尾会員、吉田幹事の8名でした。（稲掛会長は、7日に合流） 
 

6日関空10:00－台北12:20にて到着。いつものように横断幕を

持ってJim会長はじめ11名のメンバー（うち夫人2名）がお出

迎え。そのまま25人乗りのバスで、国賓飯店に直行。 

夜のウエルカムパーティーまでの時間を、市内の視察や、 

散歩、サウナ入浴と思い思いに過ごす。 

17:20迎えのバスに乗り込んで、歓迎会会場へ。そこは、

PPTeinさん経営の中華料理のお店。三重のメンバー40名 

（うち夫人15名）と、私たち8人による大宴会。会食の前に 長い挨拶があり、まずはPPPlanの

ハーモニカ演奏。10代後半からやっていたという腕前は、聞く者を圧倒。アンコールを入れて3曲

を演奏。続いて吉田幹事による尺八演奏。アメイジンググレイスをはじめ3曲を演奏。台日の会員

同士のちょっとしたパフォーマンスで、友好ムードは、いやがうえにも盛り上がる。あとは一気

に、例年のように“飲めや、食べろ”の大饗宴。楽しい歓談（もちろん通訳を介して）の中に、

カラオケあり、女性群による踊りありで、友好・親睦はつづく。 

出されたお料理の中で注目の2点を紹介します。 

その１佛跳○（ブッチョウチョウ●注○の漢字がパソコンでも出てきません）

という、甕のなかに鰒、フカヒレ、貝柱、椎茸などが入ったスープで、その

昔、修行僧が、その料理のあまりにも美味しそうな匂いに耐えかねて、僧院の

塀を跳び越えて食べに行った、という伝説のお料理。 

その２ 大きな皿に直径２０ｃｍ位の袋のようなものがスープとともに横たわっ

ていて、実は、これは豚の胃袋で、中に鶏肉や薬草、イモ類、鰒、フカヒレ等を詰め込んで10時

間煮込んだもの（料理の名前は不明）。なんでも昔の宮廷料理らしい。この2点が、どれほど貴重

なものかは、毎年の台湾訪問を欠かしたことがない松尾さんをして初めて口にした、、というこ

とからして想像がつくでしょう。延々3時間の前夜祭を終えて、バスで再び国賓飯店へ。 
 

7日 朝6時から日台親善ゴルフに誘われた、児嶋、中川、林の各会員は、前夜の遅寝もなんの 

その元気に出発。 残る中川夫人を含む4人は9時出発のバスで、同行者：通訳としての林・大沢

さんたち5組のご夫妻を含む総員11人とともに、（おっとここで王さんが合流。心強～い！）  

今から100年ほど前、日本人により開発された温泉地の跡に建てられた温泉博物館を見学。   

そして、「龍鳳谷温泉源頭探秘」（現地語）、日本で

言えば地獄谷のようなところを見学。松尾さんをして、 

“こんなとこ、初めて連れってもろたわー“とのこと

でした。そして昼食は「櫻崗温泉會舘午餐」。 

これがまた晩餐と取り違えた？と思うほどに豪華・ 

美味なる料理の数々。入浴の予定をキャンセルする 

ほどに歓談は進み（実際は、目の前の料理を平らげる

のに時間がかかった？）14;30一路国賓飯店へ。 



 

 

 ここで、稲掛会長と感動の対面（なぜなら、新婚旅行以来の海外の旅、それも今回は単独行なの

ですから、その勇気を称えます）。ゴルフ組も無事帰還して（なんでも、林さんの一人勝ち   

らしい）、これで、メンバー勢揃いとなって、それぞれにスーツに着替えて、17:20いざ、式典会場

へ。夕闇迫る三重の街を眺めながらバスに揺られること30分、三重の仲間の待つ会館に到着。 

18:00定刻となり、プロボクシングのタイトルマッチの時の選手紹介のような巧みな演出に導かれて

大歓迎のなか入場する。300人は入ったかと思えるほどにびっしり埋まった 

会場は、熱気が立ち上り、いよいよ式典は始まりました。毎年のように最前

列に座れる光栄に上気しながら、現地来賓の挨拶を聞くうちに、とうとう 

稲掛会長の出番となりました。悠然と落ち着いた口調で祝辞を読み上げる姿

を見ながら“この晴れ舞台を、由美子夫人もどこかで聞いているかな、”と

思ったものでした。 

そして、宴席に入りましたが、日本のように長老さんが乾杯の発声をする訳

でもなく、テーブル毎に祝杯をあげて祝宴はスタート。あとは、“カンペーイ“の連呼の中を、 

上手にお料理をいただく。ひとおとり最小限の挨拶回りを済ませ、三重と桂川のメンバーだけでの

記念写真（数人の夫人も入れて60人近く、、）。 

席に着いた頃に、三々五々帰って行く人たちがあり。何回も丁寧なお礼の挨拶をして、三重の  

メンバー左右に勢揃いの中を、21;20会場を後にしました。 

国賓飯店に帰って、あらためて口直しにラーメンを食べに出掛けた○○会員を除いて、翌日のゴルフ

に備えて寝に着く者、荷物のパッキングに精出す者あり。 

明けて8日 6:00食事6:30出発のゴルフ組に敬意を払いつつ、残る5人は9:30カラスミなどの土産を

買いに出掛けました。同行者は、李さん、大沢さん、王さん。ここでもまた王さんにお世話をお願

いして、“上手に”買い物ができました。いろいろお世話をしていただいて、これで終わり、かと

思ったのは早計で、このあと、ショウロンポウが大変美味しいという店に案内されました。 

近隣で評判ということとお昼時が重なり、店は大盛況でした。ここでの合流が予定されていたので

しょう、Jim会長夫妻、林さんも交えての最後の午餐。 

食事の途中で、林さんから（林さんは、地区の青少年交換の委員）熱心に、「三重と桂川独自の、

高校生を対象とした短期間（1週間とか）の青少年交換をやろう」との提案がありました。熱意あふ

れる口調に、彼の本気度を感じました。国賓に向かって歩きながら、「三重は、何をやっても熱心

ですね」「ホンマですね。イイ宿題をいただきね」と稲掛会長と相槌をうったものでした。 

国賓に帰って少しの休息を荷物の最終パッキングにあてて、14:00 Jim会長はじめ主だった   

メンバーの見送りを受けて空港へ向けて出発。 

王さんが、念のため、と称して同行してくれたことがありがたかったです。 

そして15:00 空港でゴルフ組と合流して、台北17:25ー関空20:40で全員元気に帰国いたしました。

三重の皆さま、本当にお世話になりました。           （吉田 修記） 
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◆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 

◆クラブ内行事 

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 

１２月 ３日（木） 年次総会 １２月度定例理事役員会 

１２月１９日（土）クリスマス家族例会 17：30受付 18：00～ 

次回例会 １１月１９日（木） 
  

クラブ・デー 

第５回クラブ討論会 

「ロータリー財団について」 
 RI第2650地区ロータリー財団補助金委員会 委員 

 京都RC会員    福永  博様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２７名（７名）９６．４３％ 

ご来客３名 

１０月１５日例会のMake-up後の出席率 ８８．８９％ 

【米山奨学会箱】 小計 18,000円 今年度累計 238,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 33％ 

 

 

 

 

稲掛 英男 

・日曜の少年野球大会では、山本さん 

 万殿さん、内田さん、お世話になり 

 ありがとうございました。 

 万殿さんにブルゾンを貸して頂いた 

 お陰で、始球式うまく投げられました。 

上原 従正 ・甲賀彩香さんのスピーチを楽しみに。

末永  寛 ・甲賀さんのお話を楽しみに。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 3,000円 今年度累計  33,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 55％ 

BOXへ 安田  勝、稲掛 英男 

今日の歌   「里の秋」 
 

 

斎藤信夫作詞・海沼実作曲 
 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人 

栗の実 煮てます いろりばた 

BOXへ 児嶋 雄二、岸上 隆幸、鎌野 孝和 

林  良訓 

【ニコニコ箱】 小計 41,000円  今年度累計 450,000円 
目標額 1,300,000円 達成率35％ 

安田  勝 ・甲賀さんのスピーチ楽しみです。 

松尾 義平 ・三重中央RC記念式典に参加します。 

瀬田 保二 ・秋深まりました。 

 

谷口 泰義 

・１１月５日（いいご縁の日）に 

 皆様のご縁に感謝して。 

 

森  正廣 

・「宇佐神宮」は全国４万社の八幡宮の

 親玉だけに尊厳がありました。 

德田 正彦 ・月初（２日）は恵みの雨でした。 

 

山本 拓生 

・中川エレクト 

 昨日はありがとうございました。 

 

末永  寛 

・安田さん、先日はありがとうござい 

 ました。 

稲掛 英男 ・甲賀彩香様のスピーチ楽しみに。 

 

出射 靖生 

・本日は医療法人回生会 

 創立６１年を迎えます。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

藤井文治郎 ・バッチ忘れました。 

万殿 慎二 ・甲賀様のスピーチ楽しみです。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 12,000円 今年度累計 228,000円 
 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率34％ 

出射 靖生 ・甲賀様ようこそ。 

稲掛 英男 ・ロータリー財団月間によせて。 

 

森  正廣 

・南魚沼こしひかりマラソン、秋晴れと 

 紅葉で最高でした。六日町温泉も有り。 

 

内山 正元 

・ラグビーワールドカップの成功に

 よせて 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、松尾 義平 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、德田 正彦 

出射 靖生 ・式典の為、早退おわび。 

 

万殿 慎二 

・京都西ロータリークラブ高津さん 

 ようこそ。  

松尾 義平 ・紅葉がキレイです。  

 

千田  適 

・本日、途中退席します。 

 申し訳ありません。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 6,000円  今年度累計  79,000円 
目標額 400,000円 達成率 20％ 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、岸上 隆幸 

松尾 義平、鎌野 孝和 

千田  適 ・今こそ、世界平和を！ 



●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) 

地区財団補助金委員長  

京都嵯峨野ＲＣ会員 名井 得郎様 

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」 

（公財）京都伝統産業交流ｾﾝﾀｰ

専務理事 八田 誠治様 

 

森  俊樹様、岩城なおこ様 

１１月１３日(金) 

１１月１６日(月) 

18：30～ 

１１月１７日(火) 

１１月１８日(水) 

１１月１９日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

京都造形芸術大学 教授 今日庵文庫 文庫長  

京都紫野ＲＣ会員 筒井 紘一氏 

「明治維新の真相を探る」 

「生き続ける企業を目指して｣ 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」 

会員スピ－チ「新国立競技場建設に思う」 

第4回ﾌｫｰﾗﾑ「ロータリー財団について」 

 「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」 

京都市教育長 在田 正秀氏 

「あらたまって京都の伝統産業とは？」～74品目の匠の技～ 

-スピーチ-「狂言というお芝居」 

「岡野弘彦という生き方」 

-Ｒ財団月間に因んで-「ロータリー財団について」 

「懐かしのフォークソング（1970年代）」 

「琳派ロック」 

～ボジョレーヌーボー例会～（Ｆ＆Ｆデイ） 

「戦後日本が無くしたもの」 

RI第２６５０地区財団補助金委員長 京都嵯峨野RC会員 名井得郎氏 

茂山 あきら様 

 

絵師 木村 英輝様 

会員 樋上 保行様 

会員  山脇 健司様 

会員 長谷川 晃様 

RI第２６５０地区財団補助金委員長 京都嵯峨野RC会員 名井得郎氏 

横笛奏者 藤舎 貴生氏 

 「『マイナンバー』の『真のねらい』について」 

「仁和寺の歴史と弘法大使の教え」 

「クラブデー」 

「市民と共に進める京都市の教育改革」 

「未定」 

－Ｒ財団部門フォーラム－「ロータリー財団について」 

～音楽例会～ 

「甦れ！チャンバラ時代劇 

『カギを握る京都の伝統工芸』」 

Ｒ財団フォーラム「ロータリーカードを理解して活用しよう」 

「ＲＬＩについて」 

社会保険労務士 脇  巖会員 

RI第２６５０地区資金推進委員会   

委員長 京都東山RC 本田 修造氏 

RI第2650地区ロータリー財団補助金委員会  

委員長 名井 得郎氏 

岡崎 韶之会員 

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 

㈱聖護院八ッ橋総本店 専務取締役 鈴鹿 可奈子様 

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 

㈱髙津商会 代表取締役社長 一般財団法人髙津 

古文化会館 理事長 京都西RC会員 髙津 博行氏 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 委員長 長谷川 太一会員 

 

仁和寺 教学部長 八木 恵生氏 

ＲＩ第2650地区ＲＬＩ委員会委員長 福井南ＲＣ会員 田中 文夫氏 


