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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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 第１２９３例会    ２０１７年１月１９日（木） Vol.２７-２４ 

１．１月１４日（土）青少年奉仕担当者会議が行われ、

 内田青少年副委員長が出席されました。 

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「ペチカ」 

  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 

 －会員スピーチ― 

  児嶋 雄二会員、森  正廣会員 

閉会点鐘    13：30 

「年男放談」 

 

 出射 靖生会員 

 

今日の歌  「ペチカ」  北原白秋作詞 山田耕筰作曲 

 

雪のふる夜は たのしいペチカ 

ペチカ燃えろよ お話しましょ 

むかしむかしよ 

燃えろよ ペチカ 

青少年交換派遣学生 山本咲良さんより１２月の 

マンスリーレポートが届きましたのでご紹介します。   

 ★健康状態 大丈夫です。特に何もありません。 
 

★スピーチはしましたか 今月はしていません。 
 

★毎日の活動は 今は夏休み期間中です。 
 

★観光や訪問に行きましたか 
 12月15日に隣町のtupaというところでホストの親戚
の卒業パーティーに参加させてもらいました。次の日の
16日から25日までホストファミリーとサンパウロに行き
ました。サンパウロで有名な市場や公園、リベルダージ
と呼ばれる日本人街にも連れて行ってもらいました。 
クリスマスはホストファミリーとその親戚と一緒に過ご
しました。プレゼント交換をしたり、ご飯を食べたり、
とても楽しい時間でした。25日からはgetulinaのおばあ
ちゃんの家に行き、正月までそこで過ごしました。 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか 
 サンパウロにいるときに、サルサというダンスパー
ティーに連れて行ってもらいました。 
 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか 
 12月7日にロータリーのクリスマスパーティーに参加
しました。私たち交換学生のためにプレゼントを用意し
てくださったり、ロータリーの皆さんと記念撮影をした
りと楽しいクリスマス例会となりました。 
 

★現地の言葉で会話していますか  
  家族とはポルトガル語で話しています。学校がない
うちは周りに英語を話せる人がいないことが多いです。 
 

★現在の全体的な状況は 
 言葉はかなりわかるようになりましたが、まだまだ
理解できないことも多いです。考え方や感じ方の違い
で、なるほどと思うこともあれば、イライラしてしまう
こともあります。この4か月、ブラジルのことを深く知
るとともに、日本についても改めて考え直すことが多く
なりました。このプログラムが終わったときに後悔の無
いよう、あと7か月、もっともっと貪欲に頑張っていき
たいと思います。 
 

★なにか希望・要望はありますか  特にありません。 

クリスマスパーティー 
ブラジルで迎えたお正月 

正月には白い服を着るという 

風習があるそうです。 

 

 

   連勝彦先生他８名の書画展に参加して 

台湾三重中央ロータリークラブ創立会員（初代会長）の 

連勝彦先生が中心に成って、台湾の芸術家８名の書画

展が東京町田市の国際文化交流会の招きで町田市市

民ホールギャラリーにて１月６日より１０日まで開催されまし

た。同展開催については１１月の同クラブ記念例会に参加

した時、連先生よりお聞き致しておりました。同展には我

が クラブ会長よりお祝いにと、花を贈り安田勝、王 杲、

瀬田の会員が展覧会に参加して、連先生御夫妻及び、

お嬢様はじめ台湾の芸術家となごやかな一時を過ごす

事と成り、ロータリアンとの友情を深めた１日でした。  

      

   報告：瀬田 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率60％ 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 435,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 38％ 

【 】   小計  1,000円 今年度累計 23,000円 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 78,000円 
目標額 400,000円 達成率 20％ 

 

森  正廣 

・新年おめでとうございます。 

 すっきりした正月でした。 

【ニコニコ箱】 小計 43,000円  今年度累計 744,000円   
目標額 1,300,000円 達成率57％ 

千田  適 ・今年もよろしくお願いします。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率52％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 289,000円 

 

山本 拓生 

・明けましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いします。 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

出射 靖生 ・本日は年男放談させていただきます。 

 

 

森  正廣 

・平成２９年元旦、証券業を廃業いた

 しました。６８年４ヵ月の職業奉仕

 でした。 

吉田  修 ・皆様の健康を祈念して。 

 

中川 俊夫 

・明けましておめでとうございます。 

 今年もよろしくお願い致します。 

◆地区行事 

 １月２２日（日） 青少年交換派遣予定学生第３回研修会 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：30～16：30 

◆クラブ行事 

 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 

クラブ・デー 第６回クラブ討論会 

  青少年交換受入れ学生   

       VINICIUS BUENO JULIANO 君 

次回例会 １月２６日（木） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月１２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２４名（５名）９６．０％ 

１２月２２日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．１５％ 

ご来客３名 

 

 

瀬田 保二 

・あけましてお目出とうございます。 

 正月早々台湾の連先生との友情を

 深めました。 

 

出射 靖生 

・皆さんお目出とうございます。 

 本年もよろしく御願い申し上げます。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

末永  寛 ・あけましておめでとうございます 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和 

児嶋 雄二 ・新年おめでとうございます。 

 

稲掛 英男 

・明けましておめでとうございます。

 今年もよろしくお願い致します。 

 

鎌野 孝和 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 

髙橋 英明 ・今年もよろしくお願いします。 

 

田中  守 

・会長、幹事 今年もよろしくお願い

 します。 

末永  寛 ・出射さんのお話しを楽しみに。 

稲掛 英男 ・出射会員のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・新年明けましておめでとうございます。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中 守、德田 正彦 

林  良訓、吉田 修、稲掛 英男 

  「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」 先斗町通四条上ル 

会 費： １０，０００円  

日程がかわって

います。 

 

千田  適 

・新年明けましておめでとうござい

 ます。 

 

王   杲 

・あけましておめでとう御座います。 

 本年も宜しくお願い致します。 

藤井文治郎 ・明けましておめでとうございます。 

 

内山 正元 

・おめでとうございます。今年も皆様

 お元気で。 

德田 正彦 ・謹賀新年 本年もよろしく。 

２０１６年日本語版「手続要覧」発刊のお知らせ 
 

 この度、日本語版の手続要覧が発刊されました。  

ご希望の方は事務局までお申込み下さい。 

 １冊 ６ドル （1月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１ﾄﾞﾙ＝１１６円） 

 

万殿 慎二 

・明けましておめでとうございます。 

 今年もよろしくお願いいたします。 

林  良訓 ・明けましておめでとうございます。 

 

谷口 泰義 

・今年もどうかよろしくお願い申し

 上げます。 

BOXへ 鎌野 孝和 

出射 靖生 ・今週末は京都でも雪がふりそうです。 

 

谷口 泰義 

・万殿さんほろにがお世話になりまし

 た。８名も参加でしたね。 

 

中川 俊夫 

・今週末は大寒波です。 

 気をつけましょう。 



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 

「第３回クラブフォラーム（社会奉仕）」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】  

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２６日 

（木） 

 

【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】 

「第４回クラブ・アッセンブリー」 

月桂冠㈱ 常務取締役製造副本部長 兼 総合研究所長  秦 洋二 様 

「日本経済の現状と課題」 

～新年会～  

「日本酒の愉しみ方」 

「ローターアクトを提唱するメリットについて」 

「大学の今とこれから」 

合同会社京都ジャーナリズム 

歴史文化研究所代表 丘 眞奈美様 「京都魔界巡礼～千年のミステリアスゾーンと京都三山～」 

「お酒で心も体も美しく」 

「野球四方山話」 

「職業奉仕関連情報と職場見学会」 

会員 山本  博様 

学校法人立命館総長 立命館大学長  吉田 美喜夫様 

京都消防局 予防部長   立入 正浩様 

 

㈱京都総合経済研究所 取締役調査部長 楢舘 孝寿様 

「ローターアクトを提唱するメリットについて」 

～クラブ・デー～「 第４回クラブアッセンブリー」 

「京都消防のあゆみと現状」 

-第４回クラブ協議会- 

「易占１０８の質問～平成２９年の運勢について～」 

-追悼例会-「故 大倉敬一君を偲んで」 千 玄室様「故 渡邊 嘉男君を偲んで」吉田  孝洋様 

元プロ野球選手（阪神タイガース）  片岡 篤史様 

「私の趣味」 

「司法書士の仕事」 下市 幸則会員 

「聖書の職業観とロータリーの職業奉仕の概念を巡って」 

「グローバルな視点から見た日本・京都のインバウンドマーケット」 

地区ローターアクト代表  

京都南RAC所属 宮内  翼様 

 

職業奉仕委員長 井澤   豊様 

Kiraku Japan合同会社 代表  

サンドバーグ 弘様 

 

 

辰馬本家酒造（株）直販事業部 部長 中野 佳子様 

【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２０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２３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月２４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月２５日 

（水） 

 

「スーパーサーズデー」 

高島易断鑑定所 主宰  高島 寿周様 

「新春音楽例会」 

-新会員スピーチ-「吟剣扇のいろは」 安倍 秀風様 

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 ◆ 

㈱進々堂 代表取締役社長  

京都南ＲＣ会員  続木  創様 

職業奉仕フォーラム 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「狂言のいろは」  茂山 良暢様 

地区ローターアクト代表  

京都南RAC所属 宮内  翼様 


