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 ２０１５年１２月３日（木）  第１２４４回例会  Vol.２０ 

１．本日は年次総会です。 

２．例会終了後、１２月度定例理事役員会を開催

 いたします。 

３．１１月２８日（土）大津プリンスホテルに 

 おいて「クラブに個性と憧れを！研修セミ

 ナー」が行われ、稲掛会長が出席されました。 

４．１２月１日（火）リーガロイヤルホテルに 

 おいて第２回京都市内２４ＲＣ連絡協議会 合同

 幹事会が行われ、末永副幹事が出席いたしまし

 た。 

５．１２月６日（日）2016-17年度 青少年交換

 派遣予定者 第２回研修会が行われ、鎌野青少年

 交換委員長、山本咲良さん、山本会員令夫人 

 真由美さんが出席されます。 

６．１２月１７日（木）の例会は１９日（土）に

 日時を変更し、クリスマス家族例会を開催いた

 します。多数のご参加をお願いいたします。 

 

◇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 

１２月２１日（月）京都中ＲＣ 

１２月２１日（火）京都洛中ＲＣ 

１２月２４日（木）京都洛東ＲＣ、京都ﾓー ﾆﾝｸ゙ 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。 

第２回炉辺会合５班の報告 
 

 日 時 ２０１５年１１月２１日（土） 

 場 所 京都ホテルオークラ『入船』 

 メンバー 中川、山本、瀬田、田中、森、谷口、末永の各会員 
 

メンバー全員とメーキャップの谷口会員を交えて、美味しい日本

料理をいただきながら、フランス、パリでのテロの事件や、日本経

済の現状、株の話等、多岐にわたっ

て話がはずみました。、また、クラブの

事では、やはり会員増強をもっと熱心

に取り組もうと、そして、来年の青少

年交換の受入れについてはクラブ全

員が前向きに対応しなければならな

いということで意見一致しました。     

          （報告：末永） 

例会プログラム 

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 

 「年次総会」 

       

閉会点鐘       13:30 

 

 クリスマス家族例会のご案内 

 
 日 時： ２０１５年１２月１９日（土） 

   １７：３０受付 １８：００より 
 

 場 所： 京都センチュリーホテル 
      ＊12/17（木）の例会はありません。 
 

 会 費： 会員 １０，０００円 ご家族 ８，０００円 

「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 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

ベトナムの学友が老人福祉施設に物資を寄贈 
 

ベトナム・ホーチミンの学友グループが11月8日、 

今年４回目の奉仕活動を行いました。 

今回は、米山学友１４人と日本人の友人５人が、身寄

りのない高齢女性を世話するDieuPhap寺を慰問。 

学友らがお金を出し合って購入したテレビ・湿布な

ど医薬品・石鹸・牛乳などを寄贈したほか、メンバー

が持ち寄った炊飯器や洋服などもプレゼントしまし

た。老婦人たちは孫のような世代の若者との交流を

喜び、別れぎわには「また遊びに来てね！」と、口々

に声をかけました。 

◆地区内行事 

１２月 ６日（日） 2016-17年度 派遣予定学生 第2回研修会 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：00受付 

 13：00～16：30 

 １月１６日（土） 第２回奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門青少年担当者 

 会議 京都平安ﾎﾃﾙ 12：30受付 

 13：00～16：00 

 １月１６日（土） 京都さくらＲＣ創立10周年記念養護施設 

 京都芸大ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 堀川音楽高校 
◆クラブ内行事 

１２月 ３日（木） 年次総会 １２月度定例理事役員会 

１２月 ５日（土）第２３回京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球 

 大会 閉会式・表彰式 

 8：30試合開始 10：00頃閉会式 

 嵐山東公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

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１０日（木） 
  

「子育てを通して知った食育の大切さ」 
 

     本郷 悠里様  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月２６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２５名（７名）８９．２９％ 

ご来客４名 

１１月１２日例会のMake-up後の出席率 ９２．５９％ 

【ニコニコ箱】 小計 50,000円  今年度累計 536,000円 
目標額 1,300,000円 達成率41％ 

 

 

 

 

稲掛 英男 

・中澤  忠嗣ガバナー 

 森田  惠三 ガバナー補佐 

中村 恵行 副幹事長 

木下 公一 国際奉仕担当幹事 

をお迎えして。 

瀬田 保二 ・中澤ガバナーを歓迎して。 

鎌野 孝和 ・中澤忠嗣ガバナーを迎えて。 

・中澤ガバナーをお迎えして。 

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 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

一口 茂樹、髙橋 英明、德田 正彦 

松尾 義平、児嶋 雄二、内山 正元 

吉田  修、田中  守 

出射 靖生 ・中澤ガバナー御一行をおむかえして。 

 

万殿 慎二 

・中澤ガバナー 

 本日はよろしくお願いします。 

太田 勝彦 ・最近がんばって出ています。 

吉田  修 ・ガバナー来訪に感謝！！ 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 267,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率40％ 

上原 従正 ・中澤ガバナーをお迎えして。 

・ガバナーをお迎えして。 

千田  適、安田  勝、谷口 泰義 

稲掛 英男 ・ロータリー財団月間によせて。 

 

万殿 慎二 

・明日、娘が留学先から帰ります、 

 楽しみです。 

 

出射 靖生 

・急に寒くなりました。 

 インフルエンザに御用心。 

田中  守 ・末永さん 炉辺お世話になりました。 

BOXへ 松尾 義平、鎌野 孝和 

【 】   小計 3,000円 今年度累計  41,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 68％ 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男 

【 】  小計 4,000円  今年度累計  93,000円 
目標額 400,000円 達成率 23％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

内田 勝彦 ・未来のリーダーの為に。 

上原 従正 ・ポリオ絶滅を願って。 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 273,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 38％ 

王   杲 ・中澤ガバナーをお迎えして。 

末永  寛 ・中澤ガバナーをお迎えして。  

山本 拓生 ・中澤ガバナーをお迎えして。 

BOXへ 万殿 慎二、鎌野 孝和、田中  守 

松尾 義平、吉田  修、稲掛 英男 

藤井文治郎 ・中澤ガバナー、御世話様です。 



●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) 

京都府警察本部生活安全部 ｻｲﾊﾞｰ犯罪対策課 ﾈｯﾄｾｷｭ

ﾃｨｰ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ副所長 京都府警部 西村 隆

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～ 

「年次総会」 

奈良国立博物館 名誉会員 鈴木 喜博様 

 

１２月４日(金) 

１２月７日(月) 

18：30～ 

１２月８(火) 

１２月９日(水) 

１２月１０日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

ＲＩ第２６５０地区RLIﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 京都洛南RC会員 桜澤 仁志様 

「風邪の予防と治療：ちょっと意外な話」 

「いけばな 引き算の美｣ 

「フリーメーソンとロータリークラブ」 

「新入会員スピ－チ」 

「年次総会」 

「ウミウの誕生からみる鵜飼の未来」 

一般社団法人ザ・クリエイション・オブ・ジャパン代表理事  

林田 英樹様 

「未定」 

クラブ・フォーラム（広報） 

「ＲＬＩに因んで」 

「龍馬に学ぶ」 

「クラブ・デー」 

「ガバナーアドレス」 

「世界で初めてアルツハイマー病になった人｣ 

「クラブデー」 

公益財団法人宇治市観光協会 鵜匠 澤木万理子様 

担当 広報委員長 岸  弘祐様 

 

ＲＩ第2650地区ガバナー 中澤 忠嗣会員 

京都保護観察所 統括保護観察官 石井 雅己様 

 

京都大学健康科学ｾﾝﾀｰ所長・教授 川村 孝様 

会員 蓮井 郁司様 

京都ノートルダム女子大学 教授 須川 いずみ様 

「年次総会」 

「生かされる愛、生かす愛」 

「クラブデー」 

「工芸ニッポンの文化発信」 

「更生保護の課題と方向

「サイバー犯罪の現状と対策」 

「アイルランドとジェイムス・ジョイス」 

「京都案内 知っているようで知らない意外な盲点」 

「特色ある運営を目指して」 

「高齢者の医療・福祉～２０２５年問題をどう解決するか～」 

 

京都国際マンガミュージアム事務局長 上田 修三様 

幕末維新ミュージアム 霊山歴史館 副館長 木村 幸比古氏 

川原豊一郎会員、冬廣 憲二会員 

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 

未生流笹岡家元 笹岡 隆甫様 

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 

京都感動案内社 代表 小嶋一郎様 

 

長岡病院名誉院長 小林 一之様 

京都キリスト教協議会会長 日本ナザレン教団上京教会牧師 

  日本ナザレン神学校教授 川村 哲嗣様 

京都府立医科大学 神経内科 

名誉教授 中島 健二様 


