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 ２０１５年１２月１０日（木）  第１２４５回例会  Vol.２１ 

１．１２月３日（木）に行いました年次総会において、

 信任投票により、次の方が次年度役員として満場

 一致で承認されました。 

 会長  中川俊夫 会長ｴﾚｸﾄ 林 良訓 

 副会長  内田勝彦 直前会長  稲掛英男 

 幹事  山本拓生 会計 田中 守 

  ＳＡＡ  王  杲 

 出席者：林、出射、一口、稲掛、鎌野、児嶋、 

  万殿、松尾、森、中川、千田、瀬田、末永、

  髙橋、田中、谷口、德田、内田、内山、 

  上原、上山、王、山本、吉田 

２．１２月５日（土）嵐山東公園グランドにおいて

 第23回京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会閉会式  

 表彰式が行われました。内田青少年奉仕委員長と

 山本会員が参加されました。 

３．１２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した。 

４．１２月１９日（土）クリスマス家族例会を

 開催いたします。 

 

本郷 悠里（ほんごう ゆり）様 
 

2013.3～9月 NPO法人子育ては親育てみのりのもり 

  劇場にて京都式ソーシャルビジネス 

  リーダー育成事業研修生として所属 

2014. 7月 食育スペシャリスト 

  フード・インストラクター取得 

2014.11月 idea.cafe.KYOTO 設立  

  右京区役所内にて『主婦ビジネスcafé』 

  開催 

   12月 Joyふぁみ+設立 

  北区にて『つき1親子café』開催 

2015. 9月 自宅にて『京都・食育お稽古サロン 

  Happy cozykitchen』をオープン。 

日 時 2015 年 12 月 3 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 稲掛、林、中川、千田、吉田、田中、一口、

  出射、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．下半期会費請求について 

４．第23回京都桂川RC会長杯野球大会について 

12/5（土） 

５．クリスマス家族例会について12/19（土） 

６．第4回クラブ協議会について（上半期締め括り） 

 12/24（木） 

７．第6回クラブ討論会について（職業奉仕）1/21（木） 

８．青少年交換について 

９．岸上 隆幸会員の退会について 

10．例会休会および休局について 

11. 台湾三重中央RC、札幌真駒内RC、桂川RCとの3クラブ 

  合同例会開催について 

例会プログラム 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「たき火」 

  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 

 「子育てを通して知った食育の大切さ」 
 

     本郷 悠里様     

閉会点鐘       13:30 

第２回炉辺会合３班の報告 

 
 

 １１月２８日（土）祇園「しゃぶ 

しゃぶ新花」のおいて開催いたし 

ました。出席者は、児嶋会員、 

吉田会員、上山会員と 

一口です。 

美味しいお料理をいた 

だきながら、クラブの話、

政治・経済の話と多岐に

わたり充実した炉辺会合

となりました。    

 

    （報告：一口） 
―年次総会― 鎌野青少年交換委員長からの 

現状報告 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◆地区内行事 

 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 

 １月３１日（日）地区職業奉仕「講演会」 ｼﾙｸﾎｰﾙ 

  12：00受付 13：00～16：30 
◆クラブ内行事 

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 

 １月 ７日（木）１月度理事役員会 

次回例会 １２月１９日（木） 
  

―クリスマス家族例会― 
 

１７：３０受付 １８：００より 

京都センチュリーホテル「瑞鳳の間」 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２４名（６名）８８．８９％ 

ご来客１名 

１１月１９日例会のMake-up後の出席率 ７７．７８％ 

【 】   小計 2,000円 今年度累計  43,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 72％ 

BOXへ 稲掛 英男 

【 】  小計 10,000円 今年度累計 103,000円 
目標額 400,000円 達成率 25％ 

BOXへ 鎌野 孝和、松尾 義平、王   杲 

稲掛 英男 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

出射 靖生 ・ポリオのない世界を目指して。 

【 】小計28,000円 今年度累計 301,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 38％ 

 

稲掛 英男 

・あっという間に師走に入った感じがし

 ます。 

 

 

森  正廣 

・障がいのある人たちとのマラソン大会

「てんとう虫まらそん」は、今年から府立

 木津川公園で行われました。 

BOXへ 千田  適、上山 泰弘、鎌野 孝和 

田中    守、末永  寛、德田 正彦 

松尾 義平、吉田  修 

【ニコニコ箱】 小計 34,000円  今年度累計 570,000円 
目標額 1,300,000円 達成率44％ 

 

稲掛 英男 

・今日は年次総会です。 

 よろしくお願いします。 

吉田  修 ・師走に入りました。 

德田 正彦 ・師走になりました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

出射 靖生 ・今年もあと１ヶ月 

 

松尾 義平 

・１１月２８日、京都府より農の匠に 

 認証されました。 

 

 

谷口 泰義 

・炉辺会合、都合で欠席。他にメーキャ 

 ップ、ごめん下さい末永さん。 

 お世話でした。 

 

 

森  正廣 

・太地で「くじらのフルコース」全く 

 くさみがありませんでした。 

 おいしかったです。 

BOXへ 児嶋 雄二、上山 泰弘、林  良訓 

鎌野 孝和、千田  適、田中  守 

 

稲掛 英男 

・疫病予防と治療月間です。 

 インフルエンザに御注意。 

【 】 小計 23,000円 今年度累計 290,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率43％ 

王   杲 ・瀬田先生、昨日はお世話になりました。 

内山 正元 ・シリア難民に暖かいクリスマスを。 

出射 靖生 ・寒く荒れた日が続く様です。 

 

 

吉田   修 

・一口さん、児嶋さん、上山さん 

 先日の炉辺会合ではお世話になり 

 ました。 

BOXへ 千田  適、上山 泰弘、田中  守 

松尾 義平 

 

 

吉田  修 

・２９日（日）１年ぶりに愛宕山に登って 

 きました。年内にもう一度チャレンジ

 したい！！ 

 

山本 拓生 

・交換留学生 受入れ高校なんとか 

 なりそうです。 

今日の歌  「たき火」 
 

垣根の垣根の 曲がり角 

たき火だ たき火だ 落葉たき 

あたろうか あたろうよ 

北風ピープー ふいている 

◇年末年始事務局休局のお知らせ◇ 

１２月２６日（土）~１月４日（月） 

＊休局中の緊急の場合は、幹事までご連絡下さい。 

 

青少年交換委員会： 

 １２月６日（日）地区事務所にて開催された派遣予定

学生第２回研修会に参加しました。その時、派遣先が 

発表され、山本咲良さんはブラジルに決まりました。 

成功を祈ります。    （鎌野青少年交換委員長） 



●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) 

㈱ふたば書房 代表取締役 洞本 昌哉様 

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～ 

「年末家族例会のため、例会変更」 

京都府副知事 山下 晃正様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

１２月１１日(金) 

１２月１４日(月) 

18：30～ 

１２月１５日（火) 

１２月１６日(水) 

１２月１７日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

同志社大学 生命医科学部 教授 萩原 明於様 

「表装の美」 

～年末家族会～ 

「未定」 

「第４回協議会 上半期進捗状況の検討と後半プログラムの検討」 

第４回アセンブリー 上半期活動報告 下半期活動計画 

健康相談室スピーチ「未定」 

鴨川を美しくする会 杉江 貞昭様 

「文化×情報×地域 

年忘れ家族例会 

「糖尿病・肥満症の外科的治療」 

‐追悼例会‐「故 堀場 雅夫君を偲んで」 

12/16→12/19（土）へ例会日変更 

夜間例会・年末会員家族懇親会開催 

「年忘れ家族親睦会｣ 

例会変更 

会員 野原 幸清様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

＊ビジター受付はありません。 

会員 松村 匡利様 

ワラ細工職人 藤井 桃子様 

＊ビジター受付はありません。 

「しまつのこころ条例について」 

「忘年家族会」開催のため、例会時間・場所臨時変更 

「年忘れ親睦家族例会」のため、臨時変更 

「鴨川の美化活動について」 

「インターネットと闘い方」 

～年忘れ家族会のため、例会時間変更～ 

第４回クラブアッセンブリー 上半期締め括り・下半期計画 

「“運命の船”と18年～想いはｴﾈﾙｷﾞｰ」 

京都市環境政策局循環型社会推進部  

技術担当課長 若林 完明様 

 

ＲＩ元理事 千  玄室様 

 

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 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

㈱神戸クルーザー会長 南部 真知子様 

＊ビジター受付はありません。 

「スーパーサーズデー」 

「年忘れ家族例会｣のため、例会時間変更 ＊ビジター受付はありません。 


