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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 

RI会長 ジョン Ｆ．ジャーム 氏 

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 

 京都センチュリーホテル内 

 TEL(075)344-5000  FAX(075)344-1340 

ホームページ http://katsuragawarc.com/ 
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【友好クラブ】  札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱ＩＡＣ】  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 

 

『ロータリーにときめきを』 2016～2017会長ﾃｰﾏ 

 会長 中川 俊夫 
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 第１２９７例会    ２０１７年２月１６日（木） Vol.２７-２８ 

１．次週の例会は京都西南ＲＣとの合同例会です。 

２．２月１１日（土）ロータリー財団補助金管理

 セミナーが開催され、万殿次年度Ｒ財団副委員長

 が出席いたしました。 

３．２月１２日（日）第１０回クリーン大作戦は開催

 されました。 

４．２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が開催され、

 内田青少年奉仕副委員長が出席されます。 

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 

閉会点鐘    13：30 

‐会員スピーチ-  

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） 

       

 
 第１０回桂川クリーン大作戦 

 

日 時 2017年2月12日(日) 

    午前9時清掃作業開始 

場 所  桂大橋右岸 

参加者  山本幹事 徳田会員 万殿会員 

 

今年度の桂川流域クリーン大作戦は淀川水系一斉 

美化アクションの１つとして実施されました。 

当日は雪の為、一部地域では実施されなかったよう

ですが我々は例年通り清掃活動を行いました。 

日頃から清掃活動が

されているようで 

あまりゴミはなかっ

た。寒い中、ご参加

の皆様ご苦労様でし

た。 

 

 社会奉仕委員長 

    万殿慎二 

末永 寛会員            千田 適会員 

 

会員誕生日お祝い  ２月おめでとうございます 

  ２日 瀬田 保二会員     ７日 稲掛 英男会員 

   ２３日 近藤永太郎会員  
  

夫人誕生日お祝い 

  １日 瀬田会員夫人 和子様 

   １２日 上山 泰弘会員夫人 美絵様 

   １７日 林  良訓会員夫人  敦子様 

 ２８日 一口   茂樹会員夫人  かおり様 
 

結婚記念日お祝い 

   ７日 内田 勝彦会員 ９日 谷口 泰義会員 

   １２日 一口 茂樹会員      １５日 山田 芳弘会員 
 

創業記念日お祝い 

 １日 万殿 慎二会員  (有)万殿建設 

   １日 中川 俊夫会員 ㈱中川商会 

  １日 藤井文治郎会員 糸屋ホテル 

 １９日 吉田  修会員 吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

２月２１日（火）京都東山ＲＣ、京都西南ＲＣ 

２月２２日（水）京都西北ＲＣ 

２月２７日（月）京都西ＲＣ 

３月 ９日（木）京都西山ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

２月１７日（金）京都洛西ＲＣ 

 ビジター受付はありません。 

『バナー交換』 

 

米子東ＲＣ （鳥取県） 

   楠  明彦様 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率71％ 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 513,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 41％ 

【 】   小計   0円 今年度累計 25,000円 

【 】   小計 5,000円 今年度累計 87,000円 
目標額 400,000円 達成率 22％ 

谷口 泰義 ・雪が氷りそうですね。 

【ニコニコ箱】 小計 15,000円  今年度累計 833,000円   
目標額 1,300,000円 達成率64％ 

千田  適 ・寒いですね。 

内山 正元 ・中島様、入会を歓迎します。 

－京都西南ＲＣとの合同例会－ 

「奉仕事業報告」 

   京都西南ＲＣ  前野 峻希会員  

   京都桂川ＲＣ  児嶋 雄二会員 

次回例会 ２月２３日（木） 

森  正廣 ・八幡男山こもれびコースハイキング 

 

中川 俊夫 

・末永会員、千田会員のスピーチを 

 楽しみに。 

田中  守 ・お２人のスピーチが楽しみです。 

BOXへ 千田  適、田中  守 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率62％ 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 340,000円 

 

中川 俊夫 

・皆さん今晩からの寒気と雪に気を

 つけましょう。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２２名（５名）８８．０％ 

１月２６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ７８．２６％ 

ご来客３名 

 

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 

出射 靖生 ・末永会員、千田会員スピーチよろしく。 

 

稲掛 英男 

・末永会員、千田会員のスピーチ 

 楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・末永会員、千田会員のスピーチ 

 楽しみです。 

BOXへ 児嶋 雄二 

出射 靖生 ・又、雪が続きそうですね。 

末永  寛 ・寒い！ 

藤井文治郎 ・末永、千田会員のスピーチ楽しみに。 

 

森  正廣 

・日曜日は、雨めずらしく終日家に

 いました。 

稲掛 英男 ・まだまだ寒いですネ。 

◆地区行事 

 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 

 ２月２６日（日） ９７クラブ合同会員増強会議 

 京都商工会議所 13：00～17：00 

◆クラブ行事 

  ２月２３日（木） 京都西南ＲＣとの合同例会 

  ４月１５日（土） 障がいのある人と家族のための 

 レクリェーション 

 

菱田 匡樹 

・末永会員、千田会員のスピーチ 

 楽しみにしております。 

末永  寛 ・スピーチさせていただきます。 

万殿 慎二 ・中島様ようこそ、楽しんでください。 

山本 拓生 ・中島さんようこそ楽しんで下さい。 

BOXへ 田中  守、千田  適、稲掛 英男 

上原 従正 ・末永、千田会員のスピーチを楽しみに。 

安田  勝 ・井上さんの入会を歓迎して。 



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 

～会員ｽﾋﾟｰﾁ～PartⅠ「我がクラブの生立ちと危機」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 ロータリー情報委員長 明石 純一様 

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２３日 

（木） 

第2650地区RLIディスカッションリーダー   

 クラブ研修リーダー 北尾 隆明会員 

【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】 

「クラブ・デー」 

会員 西澤 明彦様 

「京都の里山と再生活動の意義」 

‐国際奉仕クラブ・フォーラム-「タイとの関わり４０年」 

ホテルの都合の為、夜間に変更 

「これからのまちづくり」 

「義父・湯木貞一について」 

中京警察署長 猪飼 勝之様 「中京警察署管内犯罪等発生状況について」 

「疲労について」 

-新会員スピーチ- 

「ひとりひとりが輝き続けるために」京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 英語英文学部 准教授 岩田真理子様 

常照寺住職 奥田 正叡様 

会員 徳岡 孝二 様 

地区ローターアクト代表  

京都南RAC会員 宮内 翼様 

 

京都大学准教授 深町加津枝様 

-西北RC合同例会- 

例会場・例会時間臨時変更→2/20（月）に変更 

「ローターアクトを提唱するメリットについて」 

-クラブ研修例会-「RLIについて」 

「歴史上の人物と世界史」 

-新会員スピーチ- 

岡村 充泰会員、井上 重樹会員、篠原 敏晴会員 

「吉野太夫花供養」 

「ナチュラルワインインポーターのビジネス」 財）日本ソムリエ協会認定 ソムリエ ディオ様

「五行歌と私」 

-ロータリー創立記念例会- クラブ・フォーラム 

長岡京市長 中小路 健吾様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

＊ビジター受付はありません。 

 

【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１７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２０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月２１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月２２日 

（水） 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「スーパーサーズデー」 

会員  西川 昌樹様 

「京の文化シリーズ２ 京の御仏を拝すこと②～洛中洛外、隠れた古仏数例～」 

例会日時・場所臨時変更 →１９日（日） 

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 ◆ 

書道家  五行歌 歌人 みずくき書道会主宰〈教場 京都 東京〉西垣 一川様 

京都桂川RCとの合同例会

NPO法人日タイ教育交流協会 

理事長 木村 滋世様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

都タクシー㈱ 代表取締役 筒井 基好様 

 「半沢直樹を超えて」 小田  裕之様 

「 2020に向けて京都・滋賀のホテル事情」 小山  正彦様 

佛教大学総合研究所 

特別研究員 熊谷貴史様 


