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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 

W E E K L Y  
B U L L E T I N 

『“夢を語り、現在を刷新” 』 
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 第１２９４例会    ２０１７年１月２６日（木） Vol.２７-２５ 

１．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開催

 いたします。 

２．１月２２日（日）青少年交換派遣予定学生第３

 回研修会が行われ、鎌野青少年交換委員長、山本

 龍一郎君、山本会員が出席いたしました。 

３．１月２８日（土）新年会および菱田会員歓迎会

 を先斗町「すい月」において開催いたします。

 多数のご参加お願いいたします。 

４．１月２９日（日）京都外国語大学において、

 第７回国際親善交流餅つき大会が行われます。 

 ビニー君と山本会員が参加されます。 

日 時  2017 年 1 月 12 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、林、稲掛、山本、王、田中、瀬田、 

  末永、髙橋、万殿、児嶋、森の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 
３．後期会費請求について 
４．新年会および新入会員歓迎会について 1/28（土） 
５．第７回ｸﾗﾌﾞ討論会（社会奉仕・国際奉仕）  2/16（木） 
６．京都西南RCとの合同例会について 2/23（木）
７．地区大会について   4/8～9（土・日） 
８．障がいのある人と家族のためのレクリェーションに 
 ついて       4/15（土）      
９．第３回炉辺会合について 
10．山林防火啓発広報媒体の作製に伴う協賛について
11．その他 

プログラム 

開会点鐘                                     12：30        

  ロータリーソング「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

  今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

  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 

 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 

閉会点鐘    13：30 

－会員スピーチ― 

  児嶋 雄二会 、森  正廣会員 

会員誕生日お祝い  １月おめでとうございます 

 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

結婚記念日お祝い 

 ２６日 安田 勝会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 德田正彦会員  (有)徳田 

  １日 田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日 稲掛英男会員  稲掛医院 

日 時  2017 年 1 月 12 日(木) 現年度理事会終了後 

京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  林、髙橋、中川、王、田中、鎌野、瀬田、 

  末永、山本、児嶋、出射の各会員 
議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 
２．年間行事予定について 
３．財団地区補助金申請について 
４．インターアクト委員長任命について地区からのお願い 
５．その他 

2016-17年度 第３回炉辺会合のお知らせ 
 

炉辺会合の組み合わせを次のようにいたしました。 

それぞれ１月～３月までに開催いただき、会合終了後、

事務局宛報告をお願いします。 
＊テーマ「友好クラブとの交流の現状を考える」  

        

     クラブ管理運営委員長 瀬田 保二 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞー   

1 菱田 千田 藤井、吉田、德田、松尾、万殿、鎌野 

2 山本 上山 安田、上原、谷口、森、児嶋、稲掛  

3 太田 末永 山田、内山、田中、大森、中川、一口  

4 王 林 内田、髙橋、瀬田、近藤、出射 

  「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。 

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62％ 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 446,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 38％ 

【 】   小計    0円 今年度累計 23,000円 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 80,000円 
目標額 400,000円 達成率 20％ 

上原 従正 ・児嶋、森会員のスピーチを楽しみに。 

【ニコニコ箱】 小計22,000円  今年度累計 766,000円   
目標額 1,300,000円 達成率59％ 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率55％ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 302,000円 

末永  寛 ・児嶋さん、森さんのスピーチ楽しみに。 

 

 

吉田  修 

・先日の女子駅伝、吹雪の中を岩倉の 

 国際会議場まで応援に行きました。

 女子選手の力走に感激！！ 

 

 

山本 拓生 

・すごい大雪でしたね。 

 我家の前はまだこおってます。 

 筋肉痛です。 

児嶋 雄二 ・井上さん熱烈歓迎です！ 

◆地区行事 

 １月２９日（日） 第7回国際親善交流餅つき大会 

 京都外国語大学 

 ２月 ５日（日） 第2回社会奉仕委員長会議 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 13：30～16：30 

 ２月１１日（土） ロータリー財団補助金管理セミナー 

 京都商工会議所 13：30～16：00 

◆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１０回クリーン大作戦 

―会員スピーチ－ 

      太田 勝彦会員 

      髙橋 英明会員 

次回例会 ２月 ２日（木） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月１９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２３名（５名）９２．０％ 

ご来客１名 

 

安田  勝 

・世界が少しでも良い方向に動くこと

 期待して。 

 

藤井文治郎 

・児嶋、森両会員のスピーチ楽しみで

 す。 

BOXへ 吉田  修 

 

森  正廣 

・東京北区「平塚神社」「旧古河庭園」

 など浅見光彦のふるさとを散歩。 

太田 勝彦 ・必死でやります。 

 

万殿 慎二 

・児嶋会員、森会員のスピーチ楽しみ

 です。 

 

菱田 匡樹 

・児嶋会員、森会員のスピーチ楽しみに 

 しております。 

 

稲掛 英男 

・児嶋会員、森会員のスピーチ 

 楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、吉田  修 

田中  守 

田中  守 ・児嶋さんのスピーチ大変楽しみです。 

 

出射 靖生 

・森会員、児嶋会員のスピーチ 

 楽しみに。 

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） 

千田  適 ・今こそ、世界平和を！ 

BOXへ 林  良訓 

 

 

内山 正元 

・明日は（トランプ氏の）就任式です。 

 どのようなスピーチをするのでしょ 

 うか。 

 

森  正廣 

・今年の初詣は、鞍馬寺から貴船神社へ

 歩きました。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男 

吉田  修 ・いよいよトランプの登場ですね。 

出射 靖生 ・先日の雪かきで腰が痛い。 

安田  勝 ・井上様を歓迎して。 

  第１０回桂川クリーン大作戦のご案内 実施概要 

 

実施地区 桂川流域 
 

実施日 ２月５日（日）雨天→１２日 
  ＊前日午後７時前のNHK天気予報で実施日 

   午前中の降水確率７０％以上は中止 
 

集合場所 桂大橋の桂離宮側 
 

時間予定  ８：３０ 受付開始 

 ９：００ あいさつ＆注意事項説明 

 ９：３０ 清掃作業開始 

      １１：００ 集めたｺﾞﾐ袋を指定場所に集積 

      １１：３０ 終了 用具返却 現地解散 

 

谷口 泰義 

・児嶋様、森様のスピーチにて 

 今年の景気の勉強させて貰います。 



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 

「未定」 
【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～ 

２月２日 

（木） 

太田 和夫会員 

【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】 

「未定」 

京都洛北RC 宇野  進様 

「３つのリフォーム」 

～前期クラブ・アッセンブリー～ 

「最近の災害の動向」 

「第2回クラブフォーラム 規定審議会について」 

「禅窓」 

中京税務署総務課長 吉久亜希子様 「税金のはなしをしよう」 

「未定」 

「ヤマトマネキン70年の歩みと今後について」 

「国際奉仕フォーラム」 

会員 中村耕太郎様 

天龍寺宗務総長  田原 義宣様 

会員 田村 善弘様 

会員 竹下 義樹様 

積和建設近畿㈱ 京奈店 店長 谷口 幸嗣様 

「日本に来て 思う事」 

「仏像写真」 

-会員スピーチ-「クラブ定款細則について」 

-会員スピーチ－「ポリオ撲滅への課題」 

-会員スピーチ-「職業奉仕を考える」 

-新会員スピーチ-「京の節分」 

㈱ヤマトマネキン  

代表取締役社長  柴田 兼吾様 

「いろいろと」 

「京都の文化財を未来に」 （公）京都古文化保存協会 事務局長 後藤由美子様 

「認知症について」 

～新入会員スピーチ～「紐屋から手芸屋へ」 

会長 小森  繁男会員 

仏像写真家 山崎 兼慈様 

会員 土井 正樹様 

会員 植村 一夫様 

会員 村上 健治様 

ギタリスト 北脇 久士様、ボーカリスト 百合子様 

京都市中京消防署 副所長 海野 永久様 

【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２７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３０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月３１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月１日 

（水） 

㈱MASA代表取締役会長  

京都南RC会員 庄司 惠一様 

「アフタヌーンアコースティックコンサート」 

会員 高橋泰一朗様 

「会員スピーチ」 

クラブ・フォーラム（職業奉仕委員会） 

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 ◆ 

北村内科診療所 所長 会員 北村 裕展

「シリコンバレーはなぜアメリカに出来たのか 

    ～現在アートのすゝめ」  

 

担当 職業奉仕委員長 平野 俊雄様 

民際留学生 グルミラドフ・ラハト様 

松浦 俊明様 


