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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１２９８例会    ２０１７年２月２３日（木） Vol.２７-２９ 

１．本日は京都西南ロータリークラブとの合同例会

 です。 

２．２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いたしました。 

３．次週例会終了後、現次年度合同理事役員会が

 開催されます。 

４．２月２６日（日）京都商工会議所において、 

 ９７クラブ合同会員増強会議が開催されます。 

 林会長エレクトと内田会員増強委員長が出席いた

 します。 

プログラム 

開会点鐘                              12：30        

  今日の歌 京都西南ロータリークラブ 

   「あゝ京都西南ロータリー」  

     京都桂川ロータリークラブ 

        「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

  ロータリーソング「我等の生業」 

  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 
 

「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 

 閉会点鐘    13：30 

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 

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 （２月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１ﾄﾞﾙ＝１１６円） 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月８日（土） 

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 

 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 

15：30～16：30 青少年フォーラム 
 

出席予定者 

 万殿、森、中川、谷口、德田、山本、吉田の各会員 
 

会場のご案内 

地区指導者セミナー   ハピリン 

RI会長代理歓迎晩餐会  ホテルフジタ福井 

RI会長代理を囲む朝食会 ホテルフジタ福井 

大会本会議   サンドーム福井 
 

  ＊アクセス 徒歩／ＪＲ鯖江駅から約１５分 

  福井鉄道／サンドーム西駅（上鯖江）から１５分 

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

２月２７日（月）京都西ＲＣ 

３月 ９日（木）京都西山ＲＣ 

３月１６日（木）京都南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

－京都西南ＲＣとの合同例会― 

米山功労者表彰 

吉田会員と中川会長 

「障がいのある人と家族

のためのレクリェーショ

ン」感謝状受領の様子。

（２台のバス代金を  

 寄付） 

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の様子。 

 上半期事業について 

  ・夏季研修報告 

  ・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ地区大会 

 下半期事業について 

  ・ﾛｰﾀﾘｰ地区大会 

  ・地区学友連協議会に 

ついて 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率72％ 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 521,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 43％ 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 26,000円 

【 】   小計 4,000円 今年度累計 91,000円 
目標額 400,000円 達成率 23％ 

末永  寛 ・徳田さんありがとうございました。 
【ニコニコ箱】 小計 1７,000円  今年度累計 850,000円   

目標額 1,300,000円 達成率65％ 

 

中川 俊夫 

・社会福祉協議会の皆様、今日は 

 よろしくお願い致します。 

「京都市の救急について」 

  西京消防署長  山田 俊哉様 
 

－会員スピーチ－  谷口 泰義会員 

次回例会 ３月２日（木） 

出射 靖生 ・上野様、永松様 本日はようこそ。 

 

菱田 匡樹 

・社会福祉協議会の皆様、本日は

 宜しくお願いします。 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率64％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 350,000円 

 

万殿 慎二 

・上野事務局長、永松主任 本日は 

 よろしくお願いいたします。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月１６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％ 

２月２日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８４．０％ 

ご来客４名 

 

山本 拓生 

・德田さん、万殿さん 

 桂川クリーン大作戦おつかれ様でした。 

林  良訓 ・上野様、永松様をお迎えして。 

 

 

吉田  修 

・お久しぶりです。 

 ３週連続で例会を休みました。 

 また、復活します。 

BOXへ 髙橋 英明、鎌野 孝和、千田  適 

 

王   杲 

・万殿さんほろにが会 

 大変お世話になりました。 

 

万殿 慎二 

・德田さん、末永さん、森さん、王さん 

 昨日はありがとうございました。 

稲掛 英男 ・ノムルンさんいらっしゃい。 

◆地区行事 

  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 

  ３月１１日（土） 2016学年度 米山奨学生 

 修了式・歓送会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 

 10：30～14：00 

  ３月１１～１２日 2017-18年度青少年交換派遣予定学生 

  （土・日） 第4・5回研修会 北ﾋﾞﾜｺﾎﾃﾙｸﾞﾗﾂｨｴ 

◆クラブ行事 

  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 

 

 

稲掛 英男 

・西京社会福祉協議会の上野様、永松様

 昨年はいろいろとありがとうござい

 ました。 

藤井文治郎 ・社協の方をお迎へして。 

万殿 慎二 ・息子が高校に合格しました。 

 

 

王   杲 

・森さん、德田さん、末永さん 

 昨日、ふぐ食べる会 大変お世話に 

 なりました。 

 

森  正廣 

・大雪の日、綱野へカニ食べ旅行 

 「鳴き砂温泉、砂の館」でゆったりと。 

万殿 慎二 ・吉田会員 おひさしぶりです。 

 

山本 拓生 

・徳田さん、おいしい白菜ありがとう 

 ございました。 

 

稲掛 英男 

・吉田さん腰の調子が良くなってきて 

 よかったですネ。 

 

吉田  修 

・来週は、西南ＲＣとの合同例会です 

 ね。 

上原 従正 ・西京福祉協議会の活動に寄せて。 

谷口 泰義 ・吉田さん久し振りうれしいです。 

中川 俊夫 ・仮住いに引越ししました。 

BOXへ 鎌野 孝和 

出射 靖生 ・本日は晴天なり。 

BOXへ 吉田  修 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

２月会員誕生日お祝い 

瀬田会員、稲掛会員、青少年交換学生ビニー君と会長 



 

会員名 職業分類 勤務先    役職 

大森 英彦   名誉会員 大森会計事務所 所長 

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 

林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 

菱田 匡樹 不動産仲介業 丸菱建設㈱ 取締役 

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

一口 茂樹 化粧品小売 みきや化粧品店 代表 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長 

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

松尾 義平 生花市場 ㈱京都市花き総合流通センター 代表取締役 

森    正廣  六和証券㈱ 取締役副社長 

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役 

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

安田  勝 内科医 安田医院 院長 

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

 

京都桂川ロータリークラブ会員名簿 

（敬称略） 

会員３１名（名誉会員１名含む） 



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 

「ハラスメント防止と明るい職場応援団」  
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

森田惠三社会保険労務士事務所  

所長 杉原 純子様 

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～ 

３月 ２日 

（木） 

イラストレーター・絵本作家 京都市こどもみらい館 館長  永田  萠様 

【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】 

「私の仕事」 

江後  良平様  

「物の誕生の物語-ロータリーから宇宙まで-」 

「イタリア人から見た禅の魅力」 

「カンボジアミッション報告」 

「それぞれの能力に合った｢働く｣ことを通して社会につながるお手伝いを！！」 

＜京都紫野RCとの合同例会の為、臨時変更＞ 

会員 平井 達雄様、西川 治彦様 「マイ プロフェッショナル スピーチ」 

「インドネシアにおける水開発事業」  

「タカラバイオの事業戦略」 

「家庭集会のまとめ」  

会員 森  勝敏様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

一般社団法人 リブストーリーグループ顧問 高橋 和雄様 

会員 三宅 由起様 

会員 左右田健次様 

「シリア…文明の栄えた場所ー平和の道へ」 

「ローターアクトの目指すべき未来について」 

「超高齢社会の備え～終活～」 

「夢を描く」 

「相続人不存在と特別縁故者」 

-新会員スピーチ「自己紹介および京阪グループの京都戦略の概要について」 

タカラバイオ㈱ 代表取締役社長  仲尾 功一様 

「いろいろとⅡ」 

京都西RCとの合同例会「土俵上の所作」 東関部屋 親方 大山 進様 

「法人と相続」 

「着物が紡ぐ私の人生」 

 山田   猛様 

早河 靖人様 

ＲＩ第2650地区ローターアクト代表  

京都南ＲＡＣ会員 宮内 翼様 

女優・モデル 荻野 まどかさん 

カンボジアミッション参加者 

英語ボランティア観光ガイド  

田辺 謙三様 

【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２４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２７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月２８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月 １日 

（水） 

ART COMPLEX 代表 

統括プロデューサー 小原 啓渡様 

「近代京都の原点:琵琶湖疏水－北垣国道と田辺朔郎－」 

会員  辻井   博様 

「京の文化シリーズ３～琵琶と語りで織りなす源平絵巻 

   義経と静 悲恋ものがたり～『祇園精舎』『舞扇鶴ヶ岡』」  

-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 ◆ 

税理士法人 未来 代表社員 会員 森  幸治様 

「京都の新しい観光コンテンツとしての『ギア-GEAR-』」 

京都外国語大学外国語学部イタリア語学科准教授 

竹下・ルッジェリ・アンナ さん 

田村 旭彦様、内藤 葉子様 

ザ・パレスサイドホテル フロントマン  

ハル・ドゥーン様 

小川 雅人様 

筑前琵琶奏者 川村 旭芳様 

ロータリー情報委員長 越川 哲也様 


