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 ２０１５年１１月２６日（木）  第１２４３回例会  Vol.１９ 

１．本日はガバナー公式訪問です。 

２．１１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

 れました。 

３．次週例会終了後、１２月度定例理事役員会を 

 開催いたします。 

例会プログラム 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 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 

 「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 

閉会点鐘       13:30 

 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

１２月１５日（木）京都東山ＲＣ 

１２月１６日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

    京都朱雀ＲＣ 

１２月１７日（木）京都南ＲＣ、京都西山ＲＣ 

１２月１８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。 

１２月１６日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１２月１７日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 

    京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

「ロータリー財団について」 
  RI第２６５０地区 

  Ｒ財団補助金委員会 委員 

  京都RC会員  

  福永  博様 

 同行者：  森田 惠三 ガバナー補佐 

 随行者：  中村 恵行 副幹事長 

  木下 公一 国際奉仕担当幹事 

中澤 忠嗣ガバナー公式訪問   

     中澤
なかざわ

 忠嗣
た だ し

ガバナーをお迎えして 

 
生年月日 1944年7月2日生 

職 業 中澤染工 株式会社  

 代表取締役社長 

職業分類 プリント染色 

 

ロータリー歴 

【クラブ関係】 
 1986年10月2日 京都南ロータリークラブ入会 

 1997〜1998年 Ｓ.Ａ.Ａ. 

 2000〜2001年 会計 

 2002〜2003年 理事（職業奉仕委員会 委員長） 

 2008〜2009年 副会長 

 2009〜2010年 会長エレクト 

 2010〜2011年 会長 

 2012〜2013年 諮問委員会 委員長 

 2013〜2014年 理事 

  創立６０周年記念事業実行委員長 

【地区関係】 

 2011〜2012年 RI第2650地区ロータリー情報委員会委員 

 2012〜2013年 RI第2650地区ロータリー情報委員会 

 委員長 

 2013〜2014年 RI第2650地区ガバナーノミニー 

【その他】 

 ロータリー財団 メジャードナー、ベネファクター 

 米山功労者   メジャードナー 
 

職 歴  

 1967年4月 中澤染工株式会社 入社 

 1974年3月 中澤染工株式会社 代表取締役 就任 

１１月会員誕生日お祝い 

松尾会員と稲掛会長 

 

おめでとうございます！ 

第２回炉辺会合１班の報告 
 

 11月15日の夜、木屋町のふく新にてふぐ鍋を食しながら 

炉辺会合を行いました。参加メンバーは松尾会員・安田  

会員・上原会員・王会員と私、太田の5名でした。てっさ、 

焼きふぐに舌鼓を打ちながら、自クラブの会員増強や政治、 

経済の話など人生の大先輩のお三方にご享受を頂きながら

いろいろな話の花が咲きま

した。 締めの雑炊に感激

し た 頃に は、お 腹も 心も

すっかり満腹になって幸せ

な炉辺会合でした。 
 

        （報告：太田） 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◆地区内行事 

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～ 

◆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 

次回例会 １２月３日（木） 
  

「年次総会」 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月１９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２１名（６名）７７．７８％ 

ご来客２名 

１１月５日例会のMake-up後の出席率 ９６．４３％ 

 

2015～16年度 インターアクト地区大会 
 

 
 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 5,000円  今年度累計  89,000円 
目標額 400,000円 達成率 21％ 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男、岸上 隆幸 

瀬田 保二 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 3,000円 今年度累計  38,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 58％ 

BOXへ 万殿 慎二、稲掛 英男 

瀬田 保二 ・撲滅をめざして。 

 

安田  勝 

・太田さん 

 炉辺会合お世話になりました。 

 

王   杲 

・太田さん 

 炉辺会合お世話になりました。 

 

万殿 慎二 

・台湾では、たいへんお世話になりま 

 した。 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

瀬田 保二 ・世界の若者に期待して。 

 

 

 

森  正廣 

・富山県入善町、扇状地ハーフマラソン 

 は、スタート雨、途中晴、フィニッシュ 

 雨という北陸特有のコンディションで

 した。 

 

 

稲掛 英男 

・ＲＩ第２６５０地区ロータリー財団 

 補助金委員会委員の福永 博様をお迎

 えして。 

【ニコニコ箱】 小計 13,000円  今年度累計 486,000円 
目標額 1,300,000円 達成率37％ 

RI第2650地区 
Ｒ財団補助金委員会 

委員 

福永  博様 

・福永と申します。 

 本日、スピーチをさせて頂きます。 

 よろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・福永 博様 本日はよろしくお願い 

 いたします。 

末永  寛 ・フランス パリのテロ心配です。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

BOXへ 児嶋 雄二、岸上 隆幸 

【米山奨学会箱】 小計 11,000円 今年度累計 262,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 36％ 

 

森  正廣 

・小学校の同窓会 

 今年は、先生含め１８人でした。 

 

万殿 慎二 

・福永様 

 本日はよろしくお願いします。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 11,000円 今年度累計 250,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率37％ 

森  正廣 ・福永様のお話し拝聴。 

稲掛 英男 ・ロータリー財団月間によせて。 

上原 従正 ・ロータリー財団月間に寄せて。 

吉田  修 ・フランスのテロ糾弾！！ 

王   杲 ・世界平和 テロをなくそう！ 

 

山本 拓生 

・釜石の仮設住宅をまわってきました。 

 東北の女性は強い！ 

瀬田 保二 ・ロータリーに寄せて。 

末永  寛 ・福永さんのお話しを楽しみに。 

 11月の14日（土）と15日（日）の二日間にわたって第2650地区2015～2016

年度のインターアクト地区大会が奈良で盛大に行われました。京都府立洛西

高校の生徒と先生も参加されて、一日目は奈良県立一条高校を会場にして 

奈良の特産品である柿の葉寿司や握り墨、奈良筆の製造体験学習が行わ

れました。 

二日目は、ならまちセンターに会場を移して、生徒たちの 

活動報告が行われ 洛西高校のカンボジア海外研修報告も

されていました。 

 また、奈良市内を散策するフィールドワークなどもあり参加

した生徒たちは また一つ貴重な体験を得たのではないで

しょうか。      （報告：太田インターアクト委員長） 



●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) 

龍谷大学 経済学部 教授 

原田 太津男様 

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」 

 

落語家  桂 米二師匠 

１１月２７日(金) 

１１月３０日(月) 

18：30～ 

１２月１日(火) 

１２月２日(水) 

１２月３日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

グラフィックデザイナー  久谷 政樹様 

「皇室にお仕えして」 

～新会員スピーチ～ 

「職業奉仕スピーチ」 

「おいしい紅茶の入れ方」～ちょび髭カップと宝箱～ 

平成28年1月運用開始！「中小規模事業者のためのマイナンバー対策」 

「おもてなし＝おおきに」 

㈱リーフ・パブリケーションズ編集制作部 編集長 上山 賢司様 

第５回クラブフォーラム クラブ奉仕部門 

クラブ・デー／年次総会 

「琳派にみるデザインの神髄」 

-新会員スピーチ-「『竹中大工道具館』のご紹介」 

「我が師匠、桂米朝の思い出」 

「マイケルジャクソンパフォーマンス」 

～三重北區ロータリークラブ歓迎例会～ 

「いのちについて-なぜそれを今考えなければならないのか」 

元祇園甲部芸妓 ジャズシンガー  真   箏様 

 

京都織物卸商商業組合 理事長 野瀬兼治郎様 

マイケルジャクソンパフォーマー ＭＡＳＡＫＩ様 

元京都大学総長 京都大学医学部 

 名誉教授 井村 裕夫様 

 

一般財団法人伝統文化保存協会理事長 今井 賢様 

会員 秋田 正人様 桐木 孝和様 

日本銀行 鳥取事務所長 大山 陽久様 

「RILについて」 

「年次総会」 

「男のきもの」 

「日本酒のおいしい飲み方」 

「未来に引き継ぐ京の森づくり 

～森林の多面的機能を活かす森づくり～」  

「幸福の経済学～お金が増えても、日本人が幸福でないのは何故か～」 

「フランスから学ぶ企業経営のコツ」 

「祇園 夜(よ)な夜(よ)な話」 

「未定」 

～新入会員スピーチ～「わが人生」  

RLI委員会 副委員長 水口RC会員 岡村 俊男様 

株式会社 粟田建設 代表取締役会長 粟田 純司様 

中原    淳様 

講師 森田 恵子様 

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 

髙野 朝琴会員  前田 和江会員 

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 

㈱美登幸 代表取締役  

京都西北R.C.会員 平野  陽様 

社会保険労務士  

白石 多津子会員 

 

 

会員  大東 和子様  

京都市産業観光局農林振興室 阪本 文洋様 


