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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） 
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 第１３０１例会    ２０１７年３月１６日（木） Vol.２７-３２ 

１．３月１１日（土）米山奨学生修了式・歓送会が

 開催され、児嶋カウンセラーとノムルンさんが

 参加されました。 

２．３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、山本会員と 龍一郎

 君が参加されました。 

３．３月１９日（日）会長エレクト研修セミナーが

 開催され、林会員が出席されます。 

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８回クラブ討論会（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

森 正廣会員、万殿 慎二会員 
 

 閉会点鐘    13：30 

「『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 

日 時  2017 年３月９日(木) 現年度理事会終了後 

出席者  林、内田、中川、王、鎌野、瀬田、末永、 

  児嶋、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 

 

会員誕生日お祝い  ３月おめでとうございます 

  ４日 森       正廣会員 ２７日 安田 勝会員 
  

結婚記念日お祝い 

   ２日 田中 守会員 ５日 末永  寛会員 

   ３０日 近藤永太郎会員       
 

創業記念日お祝い 

  １日 一口茂樹会員  みきや化粧品 

  １日 上山泰弘会員 上山歯科診療所 

  ３日 安田 勝会員 安田医院 

 

３月８日（水）台湾三重中央ＲＣのメンバーが松尾会員の
お見舞いと例会に出席するため来日されました。８日、
リーガロイヤルホテルにおいて児嶋会員のお世話で「お
食事会」 を開催いたしました。参加者は中川会長夫妻、
児嶋会員、末永会員夫妻、上山会員夫妻、吉田会員夫
妻、安田会員夫人です。急遽開催したにもかかわらずご
参加いただきありがとうございました。 
翌９日、１０時より児嶋会員の会社のバスを手配いただ
き、松尾会員のお見舞いに行きました。児嶋会員、末永
会員と王会員が同行いたしました。 

 

 

～ ビニー君だより～ 

２月５日～３月１２日まで、鎌野会員のところにお世話

になりました。３月１２日～終了まで山本会員がお世

話されます。 

健康状態は：一度風邪症状発症するも数日間の内服で

回復、概ね良好。 
 

通学・勉強状況：休みに入っています。机に向かって

勉強している様子はありませんが素直に私達のしゃべ

る事などを聞いています。 
 

家庭生活、食事：日本の高校生もそうだと思います

が、注意をしないと昼まで寝ています。外出も積極的

にはしません。しかし彼なりに決めた規則を作り１日

を過ごしています。１日２食、食欲良好。 
 

ロータリー等の参加行事：定例の日には出席、会員の

方からの誘いには喜んで出ています。 
 

見学・旅行： 

・茶道、剣道、書道の半日参加。 

・船で瀬戸内海、小豆島遊覧 

・金毘羅宮参拝  ・栗林公園 

・鎌野幸子の実家訪問 ・同学年の男子高校生と交流 
 

その他： 

・内向的ですが彼なりのアンデナは持っています。 

 書道、剣道も短時間ながら感がよいと師が褒めて 

 いました。 

・日本の骨董に興味を持っています。 

・お茶席にもマナーを守りすんなり席についていま 

 した。 

・外出を渋るので外出を促したところ２/１２（日） 

 同じ青少年交換学生の数人と約束が出来て出かけ

 た。ところが午後９時半になっても帰らず電話も繋

 がらず柴田委員長に連絡する羽目になった。幸い間

 もなく帰って事無きを得た。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率77％ 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 555,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 50％ 

【 】      小計     0円 今年度累計 30,000円 

【 】   小計 6,000円 今年度累計 100,000円 
目標額 400,000円 達成率 25％ 

【ニコニコ箱】 小計 68,000円  今年度累計 981,000円   
目標額 1,300,000円 達成率75％ 

・台湾三重中央扶輪社 

「インターアクト夏季研修参加報告」 

  洛西高等学校ＩＡＣ 橋本ゆりあさん 

       山口かほり先生 

次回例会 ３月２３日（木） 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『３月９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２５名（６名）９２．５９％ 

２月２３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．１５％ 

ご来客１０名 

◆地区行事 

 ３月１９日（日） 会長エレクト研修セミナー 

 ｳｪｽﾃｨﾝ都 10：30～18：45 

 ３月２６日(日） 青少年交換学友会主催 信楽焼体験 

 沢膳 10：00 JR京都駅中央改札口出口 

◆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 

 ４月２７日（木） 桂友会 美濃吉 烏丸四条店 17：00～ 

BOXへ 吉田  修 

王   杲 ・歓迎台湾三重ロータリークラブ皆様 

 

内山 正元 

・明日、判決。パク クネ大統領の 

 命運や、いかに。 

 

德田 正彦 

・先日は菱田様、幹事、炉辺お世話様 

 でした。 

林  良訓 ・三重中央の皆様ようこそ。 

稲掛 英男 ・ノムルンさんいらっしゃい。 

上原 従正 ・三重中央ＲＣの皆様ようこそ。 

藤井文治郎 ・吉田元比古さんをお迎へして。 

吉田  修 ・王さん、通訳ごくろうさまでした。 

 

出射 靖生 

・三重中央ロータリークラブの皆様 

 ようこそ。 

 

万殿 慎二 

・菱田さん 炉辺会合ありがとうござ

 いました。 

安田  勝 ・吉田元比古さん、久し振りです。 

 

 

末永  寛 

・プランさん、リーさん、アルファさん 

 松尾さんのお見舞ありがとうござい 

 ます。 

ガバナー補佐 

京都洛西ＲＣ 

吉川 裕丈様 

・本日はお世話になります。中川会長様 

 あと３ヶ月ラストスパートでがんば

 って下さい。 

児嶋 雄二 ・三重中央ＲＣの皆様、熱烈歓迎です！ 

瀬田 保二 ・三重の皆様 ようこそ。 

 

吉田  修 

・台湾三重中央ＲＣの皆様、松尾会員の 

 お見舞ごくろうさまでした。 

 

菱田 匡樹 

・台湾三重中央ロータリークラブの皆様 

 本日は宜しくお願いします。 

千田  適 ・台湾の皆様ようこそ！ 

 

德田 正彦 

・三重中央ＲＣの皆様ようこそいらっ

 しゃいませ。 

森  正廣 ・台湾三重中央ＲＣのみなさん、ようこそ 

 

万殿 慎二 

・台湾三重中央ロータリークラブの皆様

 ようこそ。 

 

出射 靖生 

・本日は元会員の吉田元比古さんに

 スピーチしていただきます。 

稲掛 英男 ・吉田元比古さんのスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・吉田元比古様ごぶさた致しております。 

 

藤井文治郎 

・菱田会員さん、先日はありがとう 

 ございました。 

太田 勝彦 ・がんばってます。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率68％ 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 377,000円 

万殿 慎二 ・吉田元比古様のスピーチ楽しみです。 

 

稲掛 英男 

・台湾三重中央ロータリークラブの

 皆さんようこそ。 

 

藤井文治郎 

・三重中央ロータリークラブの会員様、 

 御見舞ありがとうございました。 

吉田  修 ・吉川ガバナー補佐 ようこそ。 

 

谷口 泰義 

・吉田元比子様のスピーチを楽しみに

 しています。 

 

中川 俊夫 

・吉田元比古様、今日はよろしくお願い

 致します。 

安田  勝 ・三重中央の皆様をお迎えして。 

 

第２０回川クラブ友好の集い 
 

日 時： ２０１７年 ５月２１日（日） 

 集合・登録受付 １０時 出発 １０時半 

集合場所： Ｒ和歌山駅 東改札口 

会 費： １０，０００円 

見 学： 根来寺、医聖華岡青州春林軒展示館   

解 散： ＪＲ和歌山駅東口 １５時半 

ホストクラブ：粉河ＲＣ 

 

 

中川 俊夫 

・台湾三重中央ロータリークラブの皆様 

 今日はお見舞と訪問ありがとうござい

 ます。 

 

吉田元比古様 

・旧友（台湾からの３組の夫婦）にお会

 いできて幸せでした。 



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 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

「ロータリーに日頃思うこと」            前年度ロータリー情報委員長 岩佐 孝雄様 

「ロータリークラブの歴史と危機」               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～ 

３月２３日 

（木） 

北極旅人&アウトドアアドバイザー 馬場 茂様 

【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】 

-休会- 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「明治150年と京都の芸能 」 

「京都洛南ＲＣとの合同例会」→14日（火） 

「休会」 

「防犯について」 

-祝日休会- 

 
-祝日休会- 

-休会- 

「感動をお届けするオーディオの世界～テクニクス復活と私～」 

「社会人大学院生活を振り返って」  

会員 土本 宗丘様 

 

地区国際奉仕委員 近江八幡R.C.会員 岡村 遍導様 

＊ビジター受付はありません。 

大阪樟蔭女子大学教授 森西 真弓様 

-祝日休会- 

「消えゆく業種、理容業？！」 

「ポリオミッションについて」 

「グリーンランドの自然とイヌイットの暮らし」 

会員スピーチ「未定」 

-追悼例会-「故 大倉 敬一君を偲んで」 

パナソニック㈱ 役員  

 小川 理子様 

「私の履歴書」 

-祝日休会- 
 

「未定」 

「未定」 

向日町警察署 生活安全課 生活安全係長 増田  剛様 

エンゼルヘアークラブ部長  

ヘアー京都十色髪代表 定元正三郎様 

霊山歴史館 副館長 木村 幸比古様 

＊ビジター受付はありません。 

パナソニック社ＯＢ  山田   宏様 

【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 

３月２０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月２１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月２２日 

（水） 

 

「海外イロイロ」 

「会員スピーチ 京の文化シリーズ４ ～建築～」 

クラブ・フォーラム（広報） 

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 ◆ 

大成建設㈱ 環境本部長 大槻 学様 

「未定」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

担当 広報委員長 木村 安輝様 

  

千   玄室様 

岡﨑 韶之会員 

㈱Ｔｂ研究所 代表取締役 土井 輝子様  

高橋 泰一朗会員 


