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 ２０１５年１１月１９日（木）  第１２４２回例会  Vol.１８ 

例会プログラム 

１．１１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

 事が出席されました。 

２．１１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した。 

３．１１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した。 

４．次週は、ガバナー公式訪問です。 

 理事・役員の方は、１０時半ホテル玄関に集合

 です。よろしくお願いいたします。  

５．１１月２１日（土）芦屋川ＲＣ創立２５周年

 記念例会に吉田幹事と上原友好委員長が出席さ

 れます。 

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 

閉会点鐘       13:30 

第２回炉辺会合２班の報告 
 

１１月１１日、２班の会合を行いました。 

テーマは「青少年交換留学生の受入れについて」、

意見交換を行いました。現実として、解決しがたい

難しい問題点もあることですが、クラブ全体で協力

して行っていかなければならないとの認識を確認し

ました。 

懇談では、出射会員のご趣味のオーディオやドイツ

の自動車等の話に花が咲き、時間の経つのを忘れて

しまい、３時間近く和やかに友好を交わしました。 

 

（出席：出射会員、千田会員、徳田会員、岸上。 

 欠席：林会員、高橋会員） 

 

幹事：岸上 

福永  博（ふくなが ひろし）様 
 

・国際ロータリー第2650地区 

 2015-2016年度 ロータリー財団補助金委員会 委員 

 

・京都ロータリークラブ所属 

 

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  

会員誕生日お祝い 

  １日 髙橋英明会員 １６日  松尾義平会員 

 ２２日 千田 適会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １１日 田中   守会員夫人 喜美子様 

 ２２日 内山正元会員夫人 容子様 

 ２８日 中川俊夫会員夫人 美智子様 
 

結婚記念日お祝い 

  １日 出射靖生会員  ３日  山本拓生会員 

  ６日 鎌野孝和会員  ８日 岸上隆幸会員   

   １６日 森 正廣会員 
 

創業記念日お祝い 

  ５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院 

「戦後70年！わが少年期を語る」 

 今日の歌   

 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ･ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 
 

流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 



 

 

米山奨学生 

ノムルンさんと 

  稲掛会長 

 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 2,000円 今年度累計  35,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 58％ 

BOXへ 千田  適、稲掛 英男 

藤井文治郎 ・森田惠三様、今日はお世話様です。

【米山奨学会箱】 小計 13,000円 今年度累計 251,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 35％ 

 

 

 

 

稲掛 英男 

・台湾三重中央RC創立２７周年記念例会 

 の為の訪台では、吉田幹事はじめ、松尾

 さん、万殿さん、その他皆様にはいろい

 ろとお世話になり、ありがとうござい

 ました。 

内山 正元 ・森田ガバナー補佐をお迎えして。 

BOXへ 千田  適、田中  守 

 

谷口 泰義 

・台湾訪問大へん、ごくろうさんでした。 

 謝々 

上原 従正 ・ノムルンさん、元気ですか。 

 

吉田  修 

・ノムルンさん、勉強うまくいって 

 ますかー。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 5,000円  今年度累計  84,000円 
目標額 400,000円 達成率 21％ 

BOXへ 吉田  修、千田  適、田中  守 

 

 

稲掛 英男 

・鎌野先生、洛西高校との交渉など 

 いろいろお世話になりありがとう 

 ございます。 

◆地区内行事 

１１月２１日（土） 芦屋川RC創立25周年記念例会 

１１月２８日（土） 「クラブに個性と憧れを！研修セミナー」 

 大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 13：00受付 13：30～ 

１２月 １日（火） 第２回京都市内２４RC連絡協議会 

 合同幹事会 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 

 18：00受付 18：30～ 

◆クラブ内行事 

１１月２６日（木） ガバナー公式訪問 

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～ 

１２月３１日（木） 休会 

【ニコニコ箱】 小計 23,000円  今年度累計 473,000円 
目標額 1,300,000円 達成率36％ 

末永  寛 ・森田ガバナー補佐をお迎えして。 

 

岸上 隆幸 

・森田様のスピーチ楽しみにしておりま

 す。 

林  良訓 ・森田ガバナー補佐をお迎えして。 

一口 茂樹 ・森田様 よろしくお願いします。 

鎌野 孝和 ・森田惠三ガバナー補佐をお迎えして。 

出射 靖生 ・森田ガバナー補佐をおむかえして。 

吉田  修 ・森田惠三ガバナー補佐をお迎えして。 

稲掛 英男 ・森田惠三ガバナー補佐をお迎えして 

児嶋 雄二 ・訪台の皆様おつかれ様でした。 

千田  適 ・岸上さん、昨日は有難うございました。 

德田 正彦 ・岸上様、炉辺お世話様でした。 

RI第2650地区 

ガバナー補佐 

森田 惠三様 

・平素は大変お世話になりありがとう 

 ございます。本日の例会よろしくお願

 いいたします。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

田中  守 ・森田先生 本日はお世話になります。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 11,000円 今年度累計 239,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率36％ 

 

出射 靖生 

・岸上さん 昨日は炉辺会議お世話に 

 なりました。 

稲掛 英男 ・ロータリー財団月間によせて。 

 

 

吉田  修 

・台湾に行ってきました。 

 飲めや、食べろにせかされてすこし 

 太ったようです。 

BOXへ 藤井文治郎、鎌野 孝和、岸上 隆幸 

千田  適 ・訪台の皆様、お疲れ様でした。 

 

山本 拓生 

・中学ラグビー 次男が近畿大会決勝に 

 進出しました！ 

次回例会 １１月２６日（木） 
  

「ガバナー公式訪問所感」 
 

 国際ロータリー第2650地区 

 ガバナー  中澤 忠嗣様 

 ガバナー補佐  森田 惠三様 

 副幹事長 中村 恵行様 

 国際奉仕担当幹事 木下 公一様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月１２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２３名（６名）８５．１９％ 

ご来客１名 

１０月２９日例会のMake-up後の出席率 ９６．４３％ 



●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) 

堀場  厚会員 

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～ 

「財団いろいろ」 

 

 

奥平 昭智様 

１１月２０日(金) 

１１月２３日(月) 

18：30～ 

１１月２４日(火) 

１１月２５日(水) 

１１月２６日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

㈱電通 関西支社 京都営業局 営業部  

クールジャパンビジネスプロデューサー 各務  亮様 

「パスト・ガバナー 平澤興先生」 

～クラブ管理クラブ・フォーラム～  ～情報集会報告まとめ発表～ 

「高雄壽山RC創立25周年訪問報告」 

「ウクレレで奏でるあの歌この曲」 

「ロータリー財団について」 

－祝日休会－ 

 

－祝日休会－ 

クラブ・フォーラム（ロータリー財団） 

「京都から世界へ」 

「日韓自治体交流、民際交流の現状と課題」 

会員スピーチ「舞鶴から世界へ語り継ぐ」 ～ユネスコ世界記憶遺産登録記念～ 

「台北南RC・小田原ＲＣ来訪夜間例会」夜間例会の 

   ため例会変更 

「『ＲＬＩ』とはなんだろう？」 

「女子プロゴルフツアー」 

 

ロータリー財団委員長 清水 泰博様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

元ＬＰＧＡ（一般社団法人日本女子ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌ協会）理事 山口喜美恵様 

ロータリー財団委員長 三宅 由起様 

会員 三輪 泰司様 

姉妹友好委員 

 

－祝日休会－ 

「最先端の塗装について」 

「未定」 

－祝日休会－ 

「スーパーサーズデー」 

 －会員スピーチ－「我が社における買収と新卒採用による人材強化」 

～友愛例会～ 

｢雑感」 

「思い込みからの解放」 

「ガバナー公式訪問所感」 

 

京都坊主ＢＡＲ店主 羽田 高秀様 

大阪市立大学 教授 朴    一様 

演奏 三好 寛昭様 

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 

 

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 

ＲＩ第２６５０地区 地区幹事長 京都洛西RC会員 加藤 善彦様 

地区資金推進委員会 委員 西口 末和様 

RLI委員会 地区ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ京都東山RC会員 岩橋 忠昭様 

会員 藤本    誠様 

ＲＩ第２６５０地区ガバナー 中澤 忠嗣様 


