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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１３００例会    ２０１７年３月９日（木） Vol.２７-３１ 

１．本日、台湾三重中央ＲＣより６名の会員ご家族

 が来日されています。 

２．本日例会終了後、次年度理事役員会を開催します。 

３．３月１１日（土）メルパルク京都において、

 米山奨学生修了式・歓送会が開催されます。児嶋

 カウンセラーとノムルンさんが参加されます。 

４．３月１１～１２日、青少年交換派遣予定学生

 第４・５回研修会が開催されます。山本会員と

 龍一郎君が参加されます。 

プログラム 

開会点鐘                                12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「ふるさと」 

  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 

「『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 
 

 閉会点鐘    13：30 

「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 

日 時  2017 年３月２日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、稲掛、山本、瀬田、内山、末永、 

  髙橋、児嶋、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８回クラブ討論会（広報）  3/16（木） 
４．障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝについて 4/15（土） 

５．第４回クラブ協議会について  4/20（木） 
６．RYLAについて  
７．第２０回川クラブ友好の集いについて 5/21（日） 
８．春の家族会について 
９．年度末会員懇親会について 
10．井上 正佳君の委員会所属について 
11．ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会が 
 他地区合同奉仕活動であることを承認する件について 
12．モンゴル奉仕プロジェクト事業について 
13．京都書画院の協賛について 
14．その他 

◇新入会員のご紹介 

３月２日（木）の例会において井上 正佳さんが入会 

されましたのでお知らせい

たします。 
 

井上 正佳
まさよし

 さん 

 １９５４年１月１９日生 

 職業分類  広告業 

 勤務先   ㈱イマジン 

  代表取締役社長 

   下京区中堂寺粟田町93番地  

   京都リサーチパーク６号館４１９号室 

  ℡ ３２３－５５６４ 

 推薦者   太田 勝彦会員、児嶋 雄二会員 
 

 今日の歌  「ふるさと」 
 

高野辰之作詞  岡野貞一作曲 
  

うさぎ追いし  かの山 

こぶな釣りし  かの川 

夢は今も  めぐりて 

忘れがたき  ふるさと 

３月１日（水）ビニー君、ノムルンさんとノムルンさ
んの友人の４人で大文字山に登山してきました。 
昼から銀閣寺方面より登りはじめて、法然院の方に 
おりました。天候もよく京都市内が良く見えました。
下の２枚はドローンから撮影した写真です。  

       （報告：髙橋） 



2016-17年度 第３回炉辺会合（第１班）の報告 
  

開催日時  3月4日（土）18：00～ 

場 所  割烹吉膳 

出席者  千田、藤井、吉田、徳田、万殿、菱田 

 

今回初リーダーとして各会員にご教授頂きながら祇園の

「吉膳」にて炉辺会合を開催致しました。 

今回のテーマは「友好クラブとの交流の現状を考える」

ということで料理とお酒をおいしくいただきながら、話し

も多岐にわたり充実した会合を行うことが出来ました。 

話しが盛り上がり予定時刻を一時間オーバーし今回の 

炉辺会合は終了しましたが、昼間の例会とはまた違う 

各会員の顔を見て炉辺会合開催の意味が分かったように

思います。 

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  報告者     

 菱田 匡樹 
 

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 2,000円 今年度累計 535,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 50％ 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 30,000円 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 94,000円 
目標額 400,000円 達成率 24％ 

【ニコニコ箱】 小計 23,000円  今年度累計 913,000円   
目標額 1,300,000円 達成率70％ 

 

中川 俊夫 

・西京消防署長 山田様、 

 本日はよろしくお願い致します。 

クラブ・デー 

第８回クラブ討論会 

（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

次回例会 ３月１６日（木） 

 

出射 靖生 

・山田消防署長様 ようこそ 

 スピーチ楽しみにしております。 

 

稲掛 英男 

・西京消防署長と谷口会員のスピーチ 

 楽しみに。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率67％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 369,000円 

中川 俊夫 ・祝、井上新会員の入会を祝って。 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『３月２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２０名（５名）７６．９２％ 

２月１６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．０％ 

ご来客４名 

児嶋 雄二 ・山田様のスピーチ楽しみに！ 

谷口 泰義 ・スピーチさせて頂きます。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

稲掛 英男 

・まだまだインフルエンザが終息して

 いません。皆さん気をつけて下さい。 

◆地区行事 

  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 万殿 慎二 ・谷口会員のスピーチ楽しみです。 

安田  勝 ・３月になりました、井上さん歓迎！ 

上原 従正 ・井上正佳君の入会を記念して。 

太田 勝彦 ・もう春です、かんばります。 

万殿 慎二 ・井上新会員ようこそ。 

 

出射 靖生 

・本日は谷口会員のスピーチです、 

 皆様お楽しみに。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

山本 拓生 

・炉辺会合 

 お酒飲みすぎましたね。 

 

森  正廣 

・夢千代の里「湯村温泉」でカニ料理

 を楽しむ。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

谷口 泰義 

・山本様、児嶋様  

 炉辺会合お世話さんでした。 

 

内山 正元 

・谷口さん、お話を楽しみにしてい

 ます。 

BOXへ 鎌野 孝和 

末永  寛 ・谷口さんのお話を楽しみに。 

 

稲掛 英男 

・山本さん、児嶋さん、炉辺ではお世話

 になりありがとうございました。 

森  正廣 ・天空の駅「餘部鉄橋」は大にぎわい。 



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 

「第４回クラブフォーラム ～会員増強について～」 
【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～ 

３月１６日 

（木） 

（一社）京都府サッカー協会  

理事 和田りつ子様 

【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】 

「空き家に関する取組について」 

会員   中嶋 信行様 

「いま、城跡がおもしろい 」 

「三方よし京都起源説」 

「甲子園での全国ロータリークラブ野球大会」 

「翼を広げ飛んでいけるか、ロータリー」 

「ローターアクトの目指すべき未来について」 

会員 八木  透様 
「修二会としてのお水取り」 

「甲冑の話」 

青森ＲＣ公式訪問のため休会 

「確率論とその実世界での応用」 

あそかビハーラ病院病院長  

大嶋健三郎様 

RI第２６５０地区地区ローターアクト代表  

宮内   翼様 

 

京都市都市計画局まち再生・創造推進室空き家 

対策課長 矢田部 衛様 

滋賀県立大学教授 中井  均様 

「中国における「私立学校」の発展と現状」 

～クラブ・デー～ 「ドゥネイト部門 第９回クラブフォーラム」 

「クラブデー」 

「京都女子サッカーフェスティバルで得たもの」 

－京都伏見ＲＣとの合同例会－ 

「ロータリーの夢」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「ホスピス緩和ケア～死から生を、いのちを考える～」 

「四方よし～売り手よし・買い手よし・世間よし・未来よし～」 アミタホールディングス㈱  

代表取締役 熊野 英介様 

「人生 今様と共に」 

-世界アクト週間スピーチ-「未定」 

RI第2650地区ガバナー補佐 山口 義治様 

 

2016-17年度 京都北RAC会長 米田 祐馬様 

松原洋服店 代表者  

京都伏見RC会員 松原 一郎様 

会員・RI第2650地区 ガバナー補佐 山口 義治様 

【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 

３月１３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月１４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月１５日 

（水） 

福田式賃金管理事務所 所長 福田 秀樹様 

「RI第2650地区を新しいものさしで考えよう」 

「クラブ・フォーラム 創立25周年 予行練習」 

クラブ・フォーラム（創立50周年記念事業実行委員会） 

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 ◆ 

日本今様詩舞楽会 二代目家元 公財）京都市芸術文化協会  

芸術文化会議委員 石原さつき様 

「２０１７年 今年の中小企業の昇給」 

京都信用金庫理事長 増田 寿幸様 

担当 創立50周年記念事業実行委員会 

委員長 中村 翠嵐様 

 今年度 米山奨学生  孫 群姍さん 

R.I.元理事、京都R.C.会員 千   玄室様 

 

関西大学 システム理工学部 准教授 山崎 和俊様 


