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 ２０１５年１２月１９日（土）  第１２４６回例会  Vol.２２ 

１．本日はクリスマス家族例会です。 

２．次年度理事メンバーが決定いたしましたので 

 お知らせいたします。 

 ｸﾗﾌﾞ管理･運営 瀬田 保二 

 親 睦  内山 正元 

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 末永  寛 

 職業奉仕  髙橋 英明 

 社会奉仕  万殿 慎二 

 青少年奉仕  一口 茂樹 

 国際奉仕  児嶋 雄二 

 広報   森  正廣 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山 千田  適 

 戦略計画  林  良訓 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

１２月２１日（月）京都中ＲＣ 

１２月２２日（火）京都洛中ＲＣ、京都洛南ＲＣ 

１２月２４日（木）京都洛東ＲＣ、京都ﾓー ﾆﾝｸ゙ ＲＣ 

１２月２８日（月）京都西ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 

例会プログラム 

 

開会点鐘                                      18：00        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「きよしこの夜」 

  友愛の握手 

   ご来客のご紹介 

    会長挨拶 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

  寄付金報告 

閉会点鐘 

＜クリスマス家族会＞ 

開会挨拶  稲掛会長 

乾杯   千田直前会長 

食事歓談  

～二胡による伝統音楽・中国古典音楽の演奏～ 

  二胡奏者   久保 さりー様 

閉会挨拶  中川会長エレクト 

「手に手つないで」 内田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

 

◇例会場変更・事務局移転のお知らせ 

 リーガロイヤルホテル京都が耐震及び改装工事の為 

 全面閉鎖となり、例会場、事務局を移転することに 

 なりました。 

・京都西ＲＣ 

（2016年2月1日より） 

 例会場： 京都センチュリーホテル 

（2016年1月6日より） 

 事務局移転先：京都市下京区東塩小路町614番地 

  新京都センタービル８階 

※電話、Fax番号、E-mailの変更はありません。 

 

・京都朱雀ＲＣ（2016年2月～9月頃予定） 

 例会場： 京都東急ホテル 

 事務局移転先：京都市下京区猪熊通五条下ル 

        柿本町7001  

        アークリード五条堀川203号 

※電話、Fax番号、E-mailの変更はありません。 

クリスマス家族例会 
 ～二胡による伝統音楽・ 

       中国古典音楽の演奏～ 
 

きよしこの夜 

アメージンググレイス 

ジュピター  

  などのクリスマス曲 

モンゴルの子守唄 

北京的金山上 

病中吟 

賽馬 

  など伝統音楽や 

  中国古典名曲などを 

  予定 

 

久保 さりー様 
1970年11月15日生まれ  

岐阜で生まれ春日井市で育つ。 
本名：久保友美（くぼともみ） 

2009年より東海エリアを中心に演奏活動を始める。 

中国擦弦楽器「二胡」やアイルランド楽器 

「ケルトハープ」を用いレストラン・カフェ・ 

ライブハウス・福祉施設・学校・企業・寺院・ 

ホテル・地域イベントなどで演奏。 

2011年よりハープ教室、2014年より二胡教室 

開設。 

「子育てを通して知った食育の大切さ」

    本郷 悠里様   



 

 

   

  

我等の生業 

我等の生業  さまざまなれど 

集いて図る  心は一つ 

求むるところは  平和
やわらぎ

親睦
む つ び

 

力むるところは  向上奉仕 

おゝロータリアン  我等の集い 

 

 
   

きよしこの夜 

きよしこの夜   星はひかり 

すくいの御子は  

まぶねの中に 

ねむりたもう  いとやすく 
 



 
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３１日（木） 休会 

 １月 ７日（木）１月度理事役員会 

次回例会 １２月２４日（木） 
  

クラブ・デー 

第４回クラブ協議会 

（上半期の締め括り） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月１０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２３名（７名）８２．１４％ 

ご来客２名 

１１月２６日例会のMake-up後の出席率 ８９．２９％ 

【 】   小計 3,000円 今年度累計  46,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 77％ 

BOXへ 稲掛 英男 

万殿 慎二 ・本郷様のスピーチ楽しみです。 

【 】  小計 8,000円 今年度累計 111,000円 
目標額 400,000円 達成率 28％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、田中    守 

森  正廣 ・本郷様のスピーチ楽しみに。 

山本 拓生 ・本郷様、ようこそ！ 

 

王   杲 

・万殿さん ほろにが会 

 お世話になりました。 

◇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。 

【ニコニコ箱】 小計 17,000円  今年度累計 587,000円 
目標額 1,300,000円 達成率45％ 

稲掛 英男 ・本郷悠里様のスピーチ楽しみに。 

末永  寛 ・本郷悠里様のスピーチ楽しみに。 

一口 茂樹 ・もう年末です。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

吉田    修 ・本郷悠里様をお迎えして。 

藤井文治郎 ・本郷悠里様をお迎えして。 

 

森  正廣 

・大文字山ハイキング、山科から法然院 

 へ大展望満喫。 

BOXへ 児嶋 雄二 

出射 靖生 ・本郷悠里様をお迎えして。 

林  良訓 ・早退おわび。 

田中  守 ・本郷悠里さんのスピーチが楽しみです。 

【 】 小計 6,000円 今年度累計 296,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率44％ 

 

 

吉田  修 

・一昨日、来年２月１８日の西南ＲＣと 

 の合同例会の打ち合わせをおこないま 

 した。 

 

万殿 慎二 

・ほろにが会、たいへん楽しかった 

 です。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

 

稲掛 英男 

・疫病予防と治療月間によせて。 

 インフルエンザに御注意。 

【 】小計14,000円 今年度累計 315,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 44％ 

稲掛 英男 ・ノムルンさん、お元気ですか。 

吉田  修 ・ノムルンさん、ようこそ。 

万殿 慎二 ・ノムルンさん、ようこそ。 

上原 従正 ・本郷悠里さんのスピーチを楽しみに。 

BOXへ 末永  寛、田中   守 

安田   勝 ・米山奨学会の発展の為に。 

谷口 泰義 ・ほろにが会、良かったですよ。 

 

内山 正元 

・大阪で、ミュージカル、ライオンキン 

 グを見てきました。大迫力でした。 

１２月２１日（月）京都紫野ＲＣ、京都平安ＲＣ 

１２月２４日（木）京都北ＲＣ 

１２月２５日（金）京都東ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 

    京都乙訓ＲＣ 

１２月２８日（月）京都紫野ＲＣ、京都中ＲＣ 

    京都平安ＲＣ 

１２月２９日（火）京都東山ＲＣ、京都西南ＲＣ 

    京都洛中ＲＣ、京都洛南ＲＣ 

１２月３０日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

     京都朱雀ＲＣ 

１２月３１日（木）京都南ＲＣ、京都北ＲＣ 

    京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ 

    京都西山ＲＣ、京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 



●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) 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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～ 

‐祝日休会- 

＊ビジター受付はありません。 

 

１２月１８日(金) 

１２月２１日(月) 

18：30～ 

１２月２２日（火) 

１２月２３日(水) 

１２月２４日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

‐ｲﾆｼｪｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ‐「いつもの人から」の理念形成について 

～高島屋の生い立ちと理念～ 

「食費衛生～ノロウィルスに関して～」 

「年忘れ家族例会」 

「家族クリスマス例会」 

「年忘れ家族親睦会」 

新入会員スピーチ「３９歳の歩み」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「年忘れ家族例会」 

会員スピーチ「日々是祈日-にちにちこれいのりのひ-」 

「忘年家族会」 

‐祝日休会- 

‐祝日休会- 

「クリスマスコンサート」 

「二宮金次郎子孫からのスピーチ」 

「故 大庭茂生会員追悼例会」 

会員 中村 辰靖様 

豊国神社 宮司 吉田 武雄様 

 

ヴァイオリニスト 石上真由子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

会員 岡部 恒明様 

＊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 

「クリスマス例会」 

‐祝日休会- 

‐祝日休会- 

「冬の家族親睦会」 

「年末家族例会」 

-休会- 

「市民と共に進める京都市の教育改革」 

「年忘れ家族会」 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

 

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 

京都下京区役所保健部衛生課課長 小原 孝浩様 

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 

＊ビジター受付はありません。 

会員 萩原 暢子様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

「年忘れ家族会」 

「京都市立芸術大学ピアノ演奏会」 川崎さやか様 

＊ビジター受付はありません。 

京都市教育長 在田 正秀様 


