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「川」 
川を見ればその国がわかる 

川の音をきけば人々の声が聞こえる 

せせらぎに立てば川底の動きが伝わる 

祖国のこの川はどの流れを選ぼうとしているのだろうか 

そんな思いを描いてみました 

        鎌野 幸子 

（会員夫人） 

201６～201７ 
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B U L L E T I N 
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 第１２９２例会    ２０１７年１月１２日（木） Vol.２７-２３ 

１．本日例会終了後、１月度定例理事役員会および次年度

 理事役員会を開催します。 

２．地区大会の登録締め切りが１月２０日（金）となって

 おります。多数のご参加よろしくお願いいたします。 

 

１２月分 ホストファミリーの報告（山本家） 

＜青少年交換留学生ビニー君の１ケ月＞    

★健康状態 

 良好、問題なし。 
 

★通学・勉強状況 

 毎朝乗るはずのバスに遅れがちではあるが遅刻

はせずに行けています。特に問題のある報告は受け

ていません。テスト期間中はお休みでした。   

能楽鑑賞に行くはずだったのが自宅からのバスを 

乗りまちがえ帰ってきてしまいました。 

 

★家庭生活、食事 

 日本語が思ったより習得できていないのと、今月

は感じています。積極的に話をしないのと質問して

もはっきり答えないので会話が誰とも続きません。 
 

★ロータリー等の参加行事 

 家族例会に参加しました。鉄道博物館に行き

ゆっくり見学しましたが、それほど興味深くしてい

たわけではなく残念でした。ＲＯＴＥＸ主催のクリ

スマスパーティーに参加しました。 
 

★見学・旅行 

 太田会員のところに１泊させていただきました。

万殿会員にサーキットに連れて行っていただきました。 
 

★その他 

 家ではハロウィンパーティーをしたり末っ子の 

誕生日パーティーで盛り上げたりました。ポルトガル

語のアルファベットを教えてくれました。ただ、それ

も１ヶ月の内の１日だけであとはずっと部屋でスカイ

プをして大声でポルトガル語で長時間話しているのが

気にかかります。 

  「新年会」 および「菱田会員歓迎会」 
 

日 時： １月２８日（土） １８：００～ 
 

場 所：  先斗町「すい月」 ℡211-4800 

    中京区先斗町通四条上ル 

会 費： １０，０００円  

      多数のご参加お待ち申し上げます。 

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」 

  今日の歌「１月１日」 

  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  

  寄付報告   

スピーチ     13：00 

 「年男放談」 

    出射 靖生会員 

閉会点鐘    13：30 

 

クリスマス家族例会が開催されました。 
         

 クリスマス家族例会が、12月17日に開催されました。 

６時丁度に例会が始まり、６時３０分から早速に家族会

となりました。 

お食事歓談中に、野立進次郎氏によるマジックショーの

始まり。ステージ上のリングマジックのあと、ビニー君

をアシスタントに仕立てたショーには、ハラハラしたり

しました。 

 各テーブル席に回ってのトランプマジックには、一同

が感嘆。野立氏のショーは３０分のところ２０分も延長

しました。それだけ会場が盛り上がりをみせました。 

目の前で見せられるテクニックはさすがに、お見事。 

 今年は、更に、全員参加でジャンケンゲームをして、

賞品の獲得を目指しました。この様な趣向もたまには 

よいと思いますが、皆様お楽しみいただけたでしょうか 

 あっという間に2時間が過ぎてしまい、「手に手つな

いで」をうたいながら、散会となりました。例年になく

出席者が少なかったわりに、大変にたのしいクリスマス

家族例会となりました。 
親睦委員会 

委員長 内山正元 

日程がかわって

います。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率42％ 

【 】 小計 7,000円 今年度累計 300,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 37％ 

【 】   小計    0円 今年度累計 22,000円 

【 】   小計 5,000円 今年度累計 76,000円 
目標額 400,000円 達成率 19％ 

 

内山 正元 

・今年は市中のイルミネーションが

 きれいです。 

【ニコニコ箱】 小計 21,000円  今年度累計 701,000円   
目標額 1,300,000円 達成率54％ 

中川 俊夫 ・良い年をお迎え下さい。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率50％ 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 275,000円 

 

出射 靖生 

・一年間御苦労様でした。 

 どうぞよいお年を。 

森  正廣 ・皆さん良いお年を！ 

 

児嶋 雄二 

・今年一年いろいろと 

 ありがとうございました。 

 

鎌野 孝和 

・皆様いろいろありがとうござい 

 ました。よい新年をお迎え下さい。 

 

 

稲掛 英男 

・今年最後の例会ですネ。 

 １年間ありがとうございました。 

 来年もよろしくお願い致します。 

安田  勝 ・松尾さんの全快を祈念して。 

中川 俊夫 ・やっと任期折り返し点まできました。 

◆地区行事 

 １月１４日（土） 第２回青少年奉仕担当者会議 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 13：00～16：00 

◆クラブ行事 

 １月１２日（木） １月度定例理事役員会・次年度理事役員会 

 １月２８日（土） 新年会および新入会員歓迎会 

  於：先斗町「すい月」 18：00～ 

 ２月 ５日（日） 第９回クリーン大作戦 

－会員スピーチ－ 

児嶋 雄二会員 

森  正廣会員 

次回例会 １月１９日（木） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月２２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２３名（６名）８８．４６％ 

１２月８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．４６％ 

ご来客０名 

 

吉田  修 

・今年の最終例会みなさん元気で１月

 １２日初例会でお会いしましょう。 

 

吉田  修 

・今年一年お世話になり 

 ありがとうございました。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男 

 

出射 靖生 

・インフルエンザ、ノロウイルスに 

 御用心。 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和 

上原 従正 ・今年もお世話になりました。 

末永  寛 ・もうお正月、１年は早い！ 

德田 正彦 ・良い年を。 

内山 正元 ・皆様、よいおとしを！ 

 

森  正廣 

・伊勢志摩で安乗ふぐのフルコース 

 １日３組しか泊めない小さな旅館。 

 

出射 靖生 

・本年度の出生数は初めて１００万人

 を切りました。 

太田 勝彦 ・やってます！ 

BOXへ 林  良訓、菱田 匡樹 

谷口 泰義 ・今年もいろいろ有難うございました。 

千田  適 ・１年お世話になりました。 

 

内山 正元 

・クリスマス家族会へのご参加 

 ありがとうございました。 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和、吉田  修 

稲掛 英男 

クラブ・デー 第４回クラブ協議会（上半期の締め括り） 

  

中川会長 林会長ｴﾚｸﾄ 稲掛直前会長 

瀬田クラブ管理・

運営委員長 内山親睦委員長 
末永奉仕ﾌﾟﾛ 

ｼﾞｪｸﾄ委員長 

髙橋 職業奉仕委員長 万殿 社会奉仕委員長 

森広報委員長 
千田 R財団米山 

委員長 

太田 青少年奉仕委員長 

児嶋 国際奉仕委員長 



德田 正彦 出 席 委 員 長 

中川 俊夫 

内田 勝彦 副会長（会員増強委員長兼任） (役員) 

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

S.A.A. 

会 計 

幹 事 

ソ ン グ 委 員 長 

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 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 瀬田 保二 

吉田  修 

上山 泰弘 

内山 正元 

出射 靖生 

王    杲 

田中   守 

山本 拓生 

稲掛 英男 直前会長 (役員) 

林  良訓 会長ｴﾚｸﾄ ） (役員) 

末永  寛 (理事) 

髙橋 英明 (理事) 

太田 勝彦 

児嶋 雄二 

万殿 慎二 (理事) 

(理事) 

(理事) 

千田  適 

森  正廣 (理事) 

(理事) 

吉田   修 

一口 茂樹 

太田 勝彦 

谷口 泰義 

髙橋 英明 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

林  良訓 

奉仕プロジェクト委員長 

職業奉仕委員長 

青少年奉仕委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 

ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長 

広 報 委 員 長 

戦 略 計 画 委 員 長 

「職業奉仕を考える②」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 和田有弘会員 

18：00～ 

18：30～ 

京都西山 

京都さくら 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ  8：00～ 

１月１９日 

（木） 

日本写真印刷㈱ 代表取締役社長  

京都RC会員 鈴木 順也様 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

「反社会的勢力との断絶は武蔵」 

 

「京都東ロータリークラブ会員による職業奉仕の実例に学ぶ」 

～職業奉仕クラブ・フォーラム～  

「漢検・漢字ミュージアムのご紹介」 

「卒寿を超えて」 

「新年祝儀」 

服部 裕様、荒川隆三様、猪奥隆志様、光本大助様、花木隆三様、伊達考洋様 「歳男放談」 

クラブ・デー 

「いけばな～Beyond 2020～」 

「産業医が関わる精神保健」 

会員 宇野  進 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

こうえきざいだんほうじん 

会員 米田庄太郎様 

「初春の想い」 

「会計不正」 

「新年会例会」 

--職業奉仕フォーラム-「当社営の経営戦略 概論」 

「歳男放談」 

-新会員スピーチ- 岩崎  悟志君様、佐々木 康之君 

華道「未生流笹岡」家元  笹岡 隆甫様 

クラブデー「三つの坂」 

「歳男スピーチ」 千 宗守会員 

「ローターアクトの目指すべき未来について」 

「ローターアクトの目指すべき未来について」 

 

会員 市田  龍様 

会員 依田 純三様 

RI第2650地区 ローターアクト代表  

京都南RAC会員 宮内 翼様 

小島 裕史会長 

 

立命館宇治高等学校IAC 顧問 北村康晴先生  

インターアクター 山内隆之祐君、中島千穂さん 

公益財団法人 日本漢字能力検定協会 専務理事  

漢検 漢字博物館・図書館 副館長 可児 達志様 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ブライトンＨ】 

【京都ｴﾐﾅｰｽ】 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

１月１３日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 18：30～ 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

１月１６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月１７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月１８日 

（水） 

紅谷 裕司様 

「熊本震災支援のための現地訪問とその後の活動について」 

酉年生まれ会員  小中 達磨会員、道端 弘之会員 

「クラブ・フォーラム 創立２５周年に向けて」 

クラブ・デー 

友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上原 従正 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

2016～2017年度  役員・理事・委員会構成 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

RI第2650地区 ローターアクト代表  

京都南RAC会員 宮内 翼様 

新入会員スピーチ「ボクシング業界事情」 

メインスピーカー 藤森 和彦会員 

 


