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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/ 
メールアドレス katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

創 立 1989年(平成元年)７月２７日 

クラブカラー ライトブルー 

【姉妹クラブ】  台湾三重中央ロータリークラブ 

【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 

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERD  
AUGUST 21.1989 

THE ROTARY CLUB OF  京都桂川ロータリークラブ 

DISTRICT2650 CHARTERED AUGUST 21．1989 



 第１２９９例会    ２０１７年３月２日（木） Vol.２７-３０ 

１．本日、井上 正佳君の入会式を行います。 

 井上君は、親睦委員会に所属されます。 

２．本日例会終了後、現年度理事役員会が開催します。 

３．次週例会終了後、次年度理事役員会を開催します。 

４．２月２６日（日）９７クラブ合同会員増強会議が

 開催され、林会長エレクトと内田会員増強委員長

 が出席いたしました。 

2016-17年度 第２回炉辺会合（第１班）の報告 
  

 平成２９年２月２５日（土）に炉辺会合を開催しまし

た。場所は、先斗町は「京町や すいしん」野菜料理が 

売りで、児嶋会員が最近気に入っている店だそうで、予約

をしてもらいました。 

 メンバーは、谷口さん、上原さん、児嶋さん、森さん 

稲掛さん、上山さんと私の７名です。残念ながら安田会員

は風邪気味でお休みされました。 

 テーマは「友好クラブとの交流の現状を考える」で、 

台湾三重中央と札幌真駒内との関係について熱心に議論が

されました。 

 札幌真駒内ＲＣとは、友好クラブから姉妹クラブに移行

する予定で、クラブの公式訪問については、基本的に５年

ごとをお互い考えており、それぞれの会員がプライベート

で訪問して友好を深めるのは随時行う方向性で一致してい

るとのことでした。 

 台湾については、相手方のあることなのでなかなか難し

いものの、段階的に、例えば隔年に公式訪問をするなど、

緩やかに移行できれば良いのではないかとの結論に落ち着

きました。 

 あとはいつもの通

り、カニやら往年の

女性歌手やらグルメ

の話と、多様にわた

る話題が尽きず、

あっという間に時が

過ぎ、日本酒も２升

半ほど飲んでしまっ

たようです。 

 野菜料理は、大将が気合いを入れすぎて、いつものメ

ニューにない料理を出してくれたので、児嶋さん少々残念

そうでした。追加で野菜料理を注文し、大満足でお開きと

させていただきました。 

メンバーの皆さん、お疲れ様でした。 

報告者：山本 拓生 

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 

  入会式 

    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 
 

  「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 

閉会点鐘    13：30 

-京都西南ＲＣとの 

    合同例会- 

 

「奉仕事業報告」 

 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 

会議が行われ、林会長

エレクトと内田が参加し

て参りました。 

 分 野 会 で の ７ 分 間  

スピーチもさせていただ

きました。 

 

報告：内田青少年奉仕 

       副委員長 

山田 俊哉（やまだ としや）様 

昭和３３年１０月２２日生 ５８歳 

昭和５８年 ４月 京都市消防局採用 

平成２８年 ４月 西京消防署長 

  京都西南ＲＣ    京都桂川ＲＣ 

 前野 峻希会員     児嶋 雄二会員 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率74％ 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 533,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 48％ 

【 】   小計 3,000円 今年度累計 29,000円 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 92,000円 
目標額 400,000円 達成率 23％ 

末永  寛 ・前野さん、児嶋さんのお話を楽しみに。 

【ニコニコ箱】 小計 40,000円  今年度累計 890,000円   
目標額 1,300,000円 達成率68％ 

 

中川 俊夫 

・今日は京都西南ロータリーの皆様 

 よろしくお願い致します。 

「『枯れ葉』の人生を楽しく。」 

  ＪＡＦＳ京都部会長 

  当クラブ元会員  吉田 元比古様 

次回例会 ３月９日（木） 

 

鎌野 孝和 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 お久しぶりです。 

田中  守 ・西南ＲＣの皆様お世話になります。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

千田  適 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率65％ 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 359,000円 

 

山本 拓生 

・西南ＲＣの皆様 

 本日はよろしくお願いします。 

◇出席率報告◇ ‐京都西南ＲＣとの合同例会- 

出席率報告『２月２３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２５名（６名）９６．１５％ 

２月９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客２名 

瀬田 保二 ・西南様の皆様ようこそ。 

内山 正元 ・合同例会は良いですね。 

藤井文治郎 ・西南ＲＣの皆様をお迎えして。 

BOXへ 千田  適 

 

吉田  修 

・先日、松尾さんを訪問しました。 

 お元気でしたよ。。 

安田  勝 ・西南ＲＣの皆様ようこそ。 

出射 靖生 ・児嶋会長のスピーチ楽しみに。 

◆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 

  ３月 ９日（木） 次年度理事役員会 

  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 

  ５月２１日（日） 第２０回川クラブ友好の集い 

 

稲掛 英男 

・西南ロータリークラブの皆様、本日は 

 よろしくお願い致します。 

 

上原 従正 

・西南ロータリークラブの皆様 

 よろしく。 

 

内田 勝彦 

・西南ロータリークラブの皆様 

 本日はよろしくお願いします。 

出射 靖生 ・合同例会に。 

 

吉田  修 

・安田先生 

 先日は、ありがとうございました。 

 

中川 俊夫 

・笹川会長いつもお世話になり 

 ありがとうございます。 

 

万殿 慎二 

・一口さんと久しぶりにお茶してきま

 した。お忙しそうでした。 

林  良訓 ・前野様、児嶋様のお話したのしみに。 

BOXへ 吉田  修 

 

安田  勝 

・吉田さん 

 先日はありがとうございました。 

 

万殿 慎二 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 よろしくお願いします。 

谷口 泰義 ・合同例会有難うございます。 

林  良訓 ・西南ＲＣの皆様本日はよろしく。 

 

末永  寛 

・西南ＲＣの皆様 いつもお世話に

 なります。 

 

德田 正彦 

・親クラブ（西南）の皆様 

 お世話になります。 

 

 

吉田  修 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 いつもお世話になりありがとうござ

 います。 

 

菱田 匡樹 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 本日は宜しくお願い致します。 

 

児嶋 雄二 

・京都西南ＲＣの皆様 

 日頃の友好に感謝！ 

 

森  正廣 

・新宿から「特急あずさ」で塩尻へ、

 食べた「馬さし」がうまかったです。 

BOXへ 谷口 泰義 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

千田  適 

 



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 

「サッカムRC訪問報告」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 サッカムRC訪問会員 

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９日 

（木） 

ホーメイ 演奏家 和田 史子様 

【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】 

「ゼロエネルギー住宅設備について」 

江後  良平様  

「環境への優しさを見える化する！」 

「ちょっぴりオシャレな昼下がり 

  ～声楽アンサンブルで午後のひとときを～」 

「保津川に１２連筏を復活させる」 

「国の財政の現状と今後の課題」～社会保障と税の一体改革について～ 

「目の話」 

京都市中京消防署長 山根 毅彦様 「火災発生状況等について」  

クラブ・デー 

「経営変革と成長を続ける強い組織のマネジメント～ 

        カルビーを飛躍させた「夢経営とは」～」 

‐休会- 

＊ビジター受付はありません。 

会員 中路  裕様 

㈱総合心理研究所 代表取締役 総社R.C.会員 秋山幸子様 

三菱住環境システムズ商品本部 電材住設家電商品部

ＥＭＳ推進課参与 多田 俊昭様 

東京農工大学名誉教授 服部 順昭様 

「中国大理四僧の話」 

「ルクセンブルグという国をご存知ですか？ 」 

「組織管理とメンタル課題」 

「南シベリアの響き、声の可能性～トゥバ共和国の喉歌･ 

            ホーメイと民族楽器･イギルの演奏～ 」 

「エグゼクティブの為のワンランク上の第一印象ブラッシュアップ法」 

「能の能力」 

カルビー㈱ 代表取締役会長 兼  

  CEO  松本  晃様 

-休会- 

「誰も知らなかった桂離宮」 帝塚山大学 文学部教授 牟田口章男様 

「京都からニッポンの森を元気に～木と火のある暮らし～」  

「国際化社会における家族と法」 

近畿財務局京都財務事務所 

次長 林   展子様 

 青山学院大学法学部教授・法学博士  

東京渋谷ＲＣ会員（慶応義塾大学）西澤宗英様  

同志社大学法学部・法学研究科 教授 林 貴美様 

京都学園大学 人文学部  教授 手塚 恵子様 

日本画家  定家亜由子様 

【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 

３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 

３月６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月８日 

（水） 

㈱T-STYLE 代表取締役 徳毛 伸矢様 

「花を描くこと－社会で絵と生きる－」 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｭｰﾃｨｰｸﾞﾚｰｽｱｿｼｴｲｼｮﾝ  

代表取締役 中田 裕子様 

「会員スピーチ 民暴対策について」  

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 ◆ 

㈱Hibana 代表取締役 松田 直子様  

「インバウンドメディアの構築」  

Drei Violette (声楽家：桑原真紀子様 

久能有希様/ピアニスト：松永美穂) 

田村 旭彦様、内藤 葉子様 

酒井 英明会員 

能楽師  観世流シテ方 河村  晴久 師 

若宮隆幸会員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 


