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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 
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 第１２９６例会    ２０１７年２月９日（木） Vol.２７-２７ 

１．２月５日（日）第２回社会奉仕委員長会議が

 開催され、万殿社会奉仕委員長が出席されまし

 た。 

２．２月５日（日）の第１０回クリーン大作戦は雨天

 のため、１２日（日）に開催されることになりま

 した。ご参加よろしくお願いします。 

３．２月８日（水）第２回2016-17年度賛西会長

 幹事懇親会が行われ、中川会長と山本幹事が出席

 いたしました。 

プログラム 

開会点鐘                                     12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

  今日の歌「冬の夜」 

  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- 

      末永 寛会員 

      千田 適会員 

閉会点鐘    13：30 

‐会員スピーチ-  

青少年交換派遣学生 山本咲良さんより１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。   

 ★健康状態は 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（学校 等で） 
 今は夏休み期間中です。 
 2月から新学期が始まります。 
 

★観光や訪問に行きましたか（内容・場所・誰と） 
1月8日はホストシスターの誕生日だったので、家で
パーティーを開きました。準備を手伝ったり、パー
ティー中はホストシスターの友達のお母さんたちとた
くさん喋ったりと楽しい時間でした。Mariliaに住ん
でいるほかの交換学生たちとは定期的に会ってアサ
イーを食べたりしています。 
1月15日から一週間ほど、2700地区から同じ4510地区
に来ている日本人の子が一週間ほど家に泊まりに来て
くれました。毎日のように出かけて楽しい一週間でし
た！二人で協力して日本食をたくさん作って家族に振
舞いました。大人はすごく気に入ってくれましたが、
子供には受けが悪かったです。何より自分たちが、久
しぶりにお寿司とかでない日本食を食べられて、作っ
てよかったと思いました。 
ホストファザーが仕事終わりにプライベートジェット
に乗せてくれました！すごく貴重で心に残る体験でし
た。 

 

★スポーツなど活動に参加しましたか： 
ジムに行きたいのですが、今の家は町の中心部から離
れていて、周りに何もないので行けていません。家に
あるウォーキングマシーンで何とか体を動かしていま
す。3rdホストの家の近くにジムやプールなどの総合
施設があるので、ホストチェンジしてからはそこに行
くつもりです。 

 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか 
 今月は参加していません。 
 

★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：  
次のホストファミリーが変更になりました。第3ホス
トと第4ホストが入れ替わった形です。そのホストに
は既に2人の交換学生がステイしていましたが、どち
らも家族と上手くいっていなかったので、少し不安に
思っています。1月30日にホストチェンジしました。 
2nd ホストの存在は自分の中ですごく大きくて、ホス
トチェンジの時に泣いてしまったのが自分のことなの
に驚きです。 
学校はもうすぐ始まります。Cursinhoという浪人生の
クラスに入るように言われましたが、3年にもう一度
入って勉強し、友達を作っていきたいと思っていたの
で、スクールカウンセラー相談しに行こうと思ってい
ます。 
ブラジルでの生活も残り半年、折り返し地点です。成
長した姿を見せれるよう、これからも頑張っていきま
す！ 
 

★なにか希望・要望はありますか 特にありません。 

今日の歌   

「冬の夜」 
 

燈火
ともしび

ちかく 衣
きぬ

縫う母は 

春の遊びの  楽しさ語る 

居並ぶ子供は  指を折りつつ 

日数数えて  喜び勇む 

囲
い

炉
ろ

裏
り

火
び

は とろとろ 

外は吹雪 

 太田 勝彦会員         髙橋 英明会員 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率70％ 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 502,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 41％ 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 25,000円 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 82,000円 
目標額 400,000円 達成率 21％ 

千田  適 ・本日、理事・役員会欠席お詫び。 

【ニコニコ箱】 小計 32,000円  今年度累計 818,000円   
目標額 1,300,000円 達成率63％ 

安田  勝 ・世界が少しでも明るくなりますように 

 

中川 俊夫 

・太田会員、髙橋会員のスピーチを楽し

 みに。 

クラブ・デー 

第７回クラブ討論会 

  京都市西京区社会福祉協議会  

    事務局長 上野 正則様 

    主任  永松  学様 

次回例会 ２月１６日（木） 

 

出射 靖生 

・本日は、太田会員、髙橋会員のスピ

 ーチです。楽しみにしております。 

 

稲掛 英男 

・太田会員、髙橋会員のスピーチの

 楽しみに。 

德田 正彦 ・明後日立春ですね。 

BOXへ 上山 泰弘、德田 正彦、稲掛 英男 

鎌野 孝和 

日 時  2017 年２月２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、内田、中川、太田、鎌野、末永 

  山本、万殿の各会員 
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．インターアクト委員長任命について地区からのお願い 
４．創立記念例会について 
５．事務局移転について 
６．その他 

日 時  2017 年２月２日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、内田、林、稲掛、山本、末永、髙橋、 

  万殿、太田、森の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 
３．第７回ｸﾗﾌﾞ討論会（社会奉仕・国際奉仕）  2/16（木） 
４．京都西南ＲＣとの合同例会について 2/23（木） 
５．第８回クラブ討論会（広報）  3/16（木） 
６．西京少年消防クラブに対する協力について 
７．ＲＹＬＡについて 
８．その他 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率60％ 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 329,000円 

 

万殿 慎二 

・髙橋会員、太田会員のスピーチ楽しみ

 です。 
◇出席率報告◇  

出席率報告『２月２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２１名（５名）８４．０％ 

１月１９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．０％ 

ご来客５名 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、上山 泰弘 

瀬田 保二 ・家内にお花ありがとうございました。 

 

谷口 泰義 

・新年会たくさん飲ませていただき

 ました。 

森  正廣 ・新年連句の会は酒も入り盛況でした。 

林  良訓 ・先日は大変失礼しました。 

BOXへ 鎌野 孝和、上山 泰弘 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

出射 靖生 

・振り込めサギが４００億円を突破した

 そうです。御用心。 

 

 

森  正廣 

・稲荷山頂上から、山科側に少し下った

 所に、大石蔵之助の偶居あとが荒れ

 はててあります。 

 

中川 俊夫 

・皆さんインフルエンザに気をつけ

 ましょう。 

 

内山 正元 

・留学生に寛容な日本であります

 ように。 

上原 従正 ・ポリオ撲滅。 

 

王   杲 

・太田会員、髙橋会員スピーチ楽しみに

 しています。 

末永  寛 ・太田さん、髙橋さんのお話しを楽しみに 

 

 

 

出射 靖生 

・中国で鳥インフルエンザの人への

 感染が多発しております（２Wで110

 名）WHOは人から人への感染も否定

 できずとしています。御用心。 

◆地区行事 

 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 

 ２月１９日（日） インターアクト提唱クラブ委員長並びに 

 提唱校顧問教論会議 

 ザ・ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 14：00～16：30 

◆クラブ行事 

  ２月２３日（木） 京都西南ＲＣとの合同例会 

  ２月１２日（日） 第１０回クリーン大作戦 



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 

「はぐるま例会」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 ＊ビジター受付はありません。 

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１６日 

（木） 

奉仕プロジェクト［青少年・国際奉仕］委員会 

前田 純一委員長 

【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】 

「大船鉾復興について」 
㈱チェンジ・アップ 代表取締役  

荒尾  千春様 

-イニシェーションスピーチ-「ＩＴ分野における、遠—イようで近イ最近の話題」 

-情報集会まとめ- 

「京に生きた画家 伊藤若冲」 

「京繍の仕事」 

-新入会員スピーチ-「嵯峨野観光鉄道の課題と今後について」 

地区ローターアクト代表  宮内  翼様 「ローターアクトを提唱するメリットについて」 

「経営者に求められる、相手の思いを上手く聴き取る方法」 

「ユーラシア文明からみた中国」 

-休会- 

会員 広崎 彰良様 

会員  西田 哲郎様 

＊ビジター受付はありません。 

大船鉾保存会 代表理事 林   邦彦様 

会員 木戸出正継様 

「未定」 

～クラブ・デー～「戦略計画部門 第８回クラブフォーラム」 

-臨時休会- 

「11月に開催したカンボジアミッションについて」 

「バレンタインに寄せて」 

「本当の幸せは何処に-カンボジアで見つけた幸せを繋げて」 

静岡大学人文社会科学部 教授 大野 旭（楊 海英）様 

「来し方を振り返って」 

「いけばな～2020年、それ以降に向けて～」 華道 未生流笹岡 家元 笹岡 隆甫様 

「バングラディシュについて」 

～音楽例会～｢ギターソロ演奏｣ 

元米山奨学生 スワンシン・ラッチャタ様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

ミュージシャン 中川だいじろー様 

細見美術館 館長 京都RC会員  細見 良行様 

元内閣官房副長官・民進党 幹事長代理・参議院議員 福山 哲郎様 

【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１０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１３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月１４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月１５日 

（水） 

特定非営利活動法人 日本防災士会 

 京都府支部長 田中 英樹様 

「未定」 

フルーティスト、京都音楽家クラブ会員、初田 茂子様、初田 章子様 

-休会- 

-新入会員スピーチ- 

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 ◆ 

2016学年度 洛中桐田奨学生 モハマド・シャリアー カーン君 

「災害現場における防災士」 

ロータリー情報委員会 

加藤 晃久様、渡邊 恭章様 

 

関西学院大学3年生 五井 梨奈様 

増原 早紀様 

＊ビジター受付はありません。 


