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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” 』 

2015～2016ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ 

ガバナー 刀根荘兵衛氏 

 2016～2017RIﾃｰﾏ 
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例 会 木曜日  12：30～13：30   京都センチュリーホテル 
 

事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 
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 第１２９５例会    ２０１７年２月２日（木） Vol.２７-２６ 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催

 いたします。 

２．１月２８日（土）新年会および菱田会員歓迎会

 が開催されました。１４名参加いたしました。 

３．１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した。 

 ビニー君と山本会員が参加いたしました。 

４．２月５日（日）リーガロイヤルホテルにおいて

 第２回社会奉仕委員長会議が開催されます。 

 万殿社会奉仕委員長が出席されます。 

５．２月５日（日）第１０回クリーン大作戦が開催

 されます。当クラブより、德田会員、万殿会員、

 山本会員が参加されます。 

６．２月８日（水）嵐山「良彌」において、第２回 

 2016-17年度賛西会 会長・幹事懇親会が行われ

 ます。中川会長と山本幹事が出席いたします。 

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」 

  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－ 

      太田 勝彦会員 

      髙橋 英明会員 

閉会点鐘    13：30 

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 

  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 
 

参加予定者 万殿、德田、山本の各会員 

     

            「新年会」 および「菱田会員歓迎会」 

 

平成29年1月28日（土）、新年会をかねて菱田会員の新入会員歓迎会を

開催しました。 

 場所は先斗町の「すい月」。リーズナブルな和食のコース。 

 掘りごたつの個室を利用し、新年会シーズンのため、少々寂しい参加

人数でしたが、わいわいがやがや楽しい時間を過ごすことができました。  

  不手際等がありましたら、ロータリアンの友情に免じてお許

し頂きたいと思います。 

 改めて菱田会員の若さを感じましたが、できれば菱田会員

の友人知人を桂川ＲＣに誘って欲しいなと思う幹事でした。 

 年齢差のため遠慮がちになるかもしれませんが、菱田会員に

は桂川ＲＣのホープとして引き続き頑張って欲しいと思います。 

 ご参加いただいた会員の皆様、お疲れ様でした。ありがとう

ございました。                  （報告：山本幹事） 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽﾌｪﾛｰ表彰 

森会員、中川会長、上山会員 
米山功労者表彰 

中川会長、田中会員 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率67％ 

【 】 小計 6,000円 今年度累計 482,000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 1,000円 今年度累計 81,000円 
目標額 400,000円 達成率 20％ 

 

上原 従正 

・ノムルンさん、ビニー君 

 お元気ですか。 

【ニコニコ箱】 小計20,000円  今年度累計 786,000円   
目標額 1,300,000円 達成率60％ 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率58％ 

【 】 小計 5,000円 今年度累計 318,000円 

 

森  正廣 

・松ヶ崎大黒天から一条寺狸谷不動尊

 へ。 

谷口 泰義 ・寒さに負けない様に。 

中川 俊夫 ・先週欠席おわび。 

◆地区行事 

 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 ８日（水） 第2回2016-17年度 

 賛西会会長・幹事懇親会 

 嵐山 良彌 18：30～ 

 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 

  ２月 ５日（日） 第１０回クリーン大作戦 

―会員スピーチ－ 

       末永  寛会員 

       千田  適会員 

次回例会 ２月 ９日（木） 

 

稲掛 英男 

・まだまだインフルエンザはやって

 います。皆さん気をつけてください。 

稲掛 英男 ・ノムルンさん いらっしゃい。 

菱田 匡樹 ・ビニー君ようこそ。 

髙橋 英明 ・ビニー君の話楽しみにしています。 

万殿 慎二 ・早退おわび。 

林  良訓 ・早退おわび。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、末永  寛 

安田  勝 ・寒中お見舞い。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

中川 俊夫 ・バンコクは気温３０度でした。 

山本 拓生 ・稀勢の里 横綱昇進おめでとう。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月２６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 １７名（３名）７３．９１％ 

１月１２日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．０％ 

ご来客２名 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、稲掛 英男 

国際ロータリー2017-18年度 

会長テーマおよびロゴのお知らせ 

 

 

 
 

国際ロータリー 

2017-18年度会長 

イアンH.S.ライズリー氏 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月８日（土） 

13：00～16：30 RLI卒後コース 

13：30～16：30 地区指導者セミナー  会長・幹事 

18：00～20：30 RI会長代理歓迎晩餐会 会長・幹事 
 

４月９日（日） 

7：30～8：30 RI会長代理を囲む朝食会 

        会長・幹事 

10：30～17：00 大会本会議 

 10：30 大会本会議 １部 

 11：50 エンターテイメントショー 

 12：20 大昼食会＜友愛の広場＞ 

 14：00 記念講演 「福井県の恐竜時代」 

     東 洋一氏 

 15：30 大会本会議 ２部 

15：30～16：30 青少年フォーラム 

 

記念講演 

福井県立大学恐竜学研究所 所長 

福井県立恐竜博物館 特別館長 東 洋一氏 

 

出席予定者 

 万殿、森、中川、谷口、德田、山本、吉田の各会員 



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９日 

（木） 

京都女子大学現代社会学部  

教授 西尾久美子様 

【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】 

「休会」 

 

「国際外科学会世界総会を経験して」 

-新会員スピーチ- 

「京の木づかい文化～大政奉還150年、龍馬との歴史と共に～」 

「先斗町らしさを巡る冒険」 

クラブ創立５９周年記念例会「創立記念日にあたって」 

京都市副市長 小笠原憲一様 「京都のまちづくり」 

クラブ・デー 

「関西・京都を元気に」 

「創立３８周年を迎えて」 

会員 三島 敏明様 

パストガバナー 会員  津田佐兵衞様 

JAF京都支部 事業課長 矢野 義孝様 

＊ビジター受付はありません。 

会員 山岸 久一様 

「未定」 

～クラブ・デー～「クラブ管理部門 第７回クラブフォーラム」 

「高齢運転車の事故特徴」 

「京都花街の経営学～伝統文化産業に学ぶ事業システム～」 

「今後の医療・介護提供体制について」 

「シルクロードの光と影」 

大阪観光局 理事長 溝畑 宏様 

クラブデー「私の履歴書」 

「大学スポーツの置かれている現状」 京都産業大学 サッカー部監督 古井 裕之様 

「徒歩や自転車利用による京都流ライフ 

            スタイルのすすめ」 

「枕草子の企て―なぜ『春はあけぼの』なのか｣ 

先斗町まちづくり協議会理事長 すきやきいろは四代目 植南草一朗様 

 

チャーターメンバー 原田 正雄様、井澤    豊様 

京都学園大学 人文学部 教授 山本 淳子様 

㈱千本銘木商会 常務取締役 

中川 典子様 

㈱トライストーン所属 藤原 万由子様 

【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 

２月３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 

２月６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月８日 

（水） 

伊藤 友紀様 

「女優を目指して」 

京都清水メディカルケアシステム 会長 清水鴻一郎様 

「京の文化シリーズ１ 京の御仏を拝すこと① 

～世に名立たる名刹古仏数例～ 

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 ◆ 

Ｓｌｏｗ “Mobility”Life Project 代表 京都ｶｰﾌﾘｰﾃﾞ 

実行委員会 実行委員長 大國 正明様 

新入会員スピーチ「仕事と趣味」 

北原 康喜会員、大田  勝会員 

 

 

京都大学 名誉教授 京都RC会員 本庄  巌様 

佛教大学総合研究所特別研究員 

佛教大学非常勤講師 熊谷 貴史様 


