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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１３０２例会    ２０１７年３月２３日（木） Vol.２７-３３ 

１．３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した。 

２．次週（３月３０日）の例会は休会です。 

３．４月６日（木）例会終了後、現次年度理事役員

 会が開催されます。 

プログラム 

開会点鐘                                12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

  今日の歌「花」 

  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 

  「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 
 

閉会点鐘    13：30 

クラブ・デー 
第８回クラブ討論会 
  （広報・IT・雑誌） 
 
  森   正廣会員 
  万殿 慎二会員 
 

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

３月２９日（水）京都西北ＲＣ 

３月３０日（木）京都モーニングＲＣ 

    京都西山ＲＣ 

４月 ４日（火）京都洛南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

３月３０日（木）京都北ＲＣ、京都さくらＲＣ 

３月３１日（金）京都東ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 

４月 ７日（金）京都紫竹ＲＣ 

４月１４日（金）京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付は行われません。 

 

桂友会のお知らせ 
 

日 時： ２０１７年 ４月２７日（木） 
  PM５時～ 

場 所： 京懐石 美濃吉 烏丸四条店 
 

桂友会とは・・ 

 桂川RCの元会員と現役会員が交流する会です。 

   今日の歌  「花」 
 

作詞 武島 羽衣 作曲 滝 廉太郎 
 

春のうららの隅田川 

のぼりくだりの船人が 

櫂
かひ

のしづくも花と散る 

ながめを何にたとふべき 

青少年交換派遣学生 山本咲良さんより２月の 

マンスリーレポートが届きましたのでご紹介します。   

 ★健康状態は 大丈夫です。特に何もありません。 
 

★スピーチはしましたか 今月はしていません。 
3月に東日本大震災についてのプレゼンが出来たらと思っ
ています。 
 

★毎日の活動は 2月から新学期がスタートしました。 
新しいクラスになって、去年の友達はみんな卒業してし
まったのですが、新しく友達もでき、楽しく過ごしてい
ます。 
 

★観光や訪問に行きましたか 今月はどこにも観光など
には行っていません。ボランティア活動をしたいとロー
タリーのカウンセラーに言ったのですが返事はまだ待っ
ている状態です。 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか 放課後は家の 
近くの総合施設のようなところの中のジムにほぼ毎日
通っています。 
 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか 
毎週水曜日の夜に例会に参加しています。 
 

★現地の言葉で会話していますか (誰とどこで 等)： 
基本家族とも友達ともポルトガル語で話しています。同
じ学校の交換学生同士では英語で話すことが多いです。 
 

★現在の全体的な状況は いつもありがとうございま
す。楽しく毎日を過ごしています。1月末にホストチェン
ジをしましたが、新しい家族との生活にも慣れてきまし
た。去年に比べて大分ポルトガル語が話せるようになっ
てきたので、学校での友達とのコミュニケーションもと
りやすくなったように感じています。ボランティア活動
がすごくしたくて、クラブにも何度か聞いたのですが後
で連絡すると言われて一向に連絡がこないです。また次
の例会の時にもう一度聞いてみようかなと思っていま
す。帰国まであと5か月をきりました。学校が始まり、単
調な毎日になりつつあるので、放課後や週末に友達を
誘って出かけたり、いろんな行事に参加したり、自分か
ら何か動いていけたらと思います。 
 

★なにか希望・要望はありますか クラブのカウンセ
ラーに何かを尋ねても全然返事がきません。2月末はカー
ニバルで、マリリアでもあるから一緒に行こうと例会の
時に誘っていただき、そのあと場所や時間を聞くのに何
度もメッセージを送ったのですが、結局返事が来ず、
カーニバルに行くことはできませんでした。カーニバル
はブラジルの文化だと思うし、楽しみにしていたので
ショックでした。メッセージを送ったら返してほしいで
す。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率78％ 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 564,000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 3,000円 今年度累計 103,000円 
目標額 400,000円 達成率 26％ 

【ニコニコ箱】 小計 20,000円 今年度累計 1,001,000円   
目標額 1,300,000円 達成率77％ 

ミニコンサート 

「ＪＡＺＺ Piano Solo 演奏」 

   Jazz Pianist 星山 啓一様 

次回例会 ４月６日（木） 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『３月１６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２０名（６名）７４．０７％ 

３月２日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８０．７７％ 

ご来客１名 

BOXへ 吉田  修 

 

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 

食 事： 「いろは」 （背ノ山）紀ノ川沿い     

解 散： ＪＲ和歌山駅東口 １５時半 

ホストクラブ：粉河ＲＣ 
 

＜根来寺について＞ 

高野山の学僧でもあった覚鑁上人によって開創された新義  

真言宗の総本山。興教大師の御廟(お墓)を守り続けておりま

す。開山以来、約900年の伝統を誇り、山内には日本最大の

木造の『大毘廬遮那法界体性塔』通称「大塔」のほか、大伝

法堂には重要文化財の本尊大日如来・金剛薩埵・尊勝仏頂

の三体が奉安されています。 

 

＜華岡青洲について＞ 

華岡
はなおか

青洲
せいしゅ

は、麻酔薬「通仙散」を開発して、当時不治の病とさ

れていた乳ガンの手術に日本で初めて成功した江戸時代の

医者です。 この麻酔薬開発の過程で、青洲の母や妻が人体

実験に協力する話は、和歌山市 出身の有吉佐和子の『華

岡青洲の妻』でも有名です。この成功の後、青洲の医塾・病

院である「春林軒」や、青洲の弟・鹿城が大坂で開いた「合水

堂」では、多くの患者を治療するとともに、全国各地から集

まった学生を育てました。 

 

 

森  正廣 

・会社の近くに１人で飲める気楽で

 おいしい居酒屋を見つけました。 

 

谷口 泰義 

・末期高齢者なのでよろしくたのみ 

 ます。 

 

千田  適 

・孫ができました。 

 自祝。 

 

安田  勝 

・この月末には８６才になります。 

 皆様に感謝の毎日です。 

 

森  正廣 

・鶴来の「加賀一の宮」はさすがに、 

 にぎわっていました。  

 

王   杲 

・万殿さん、山本さん 

 ほろにが会大変お世話になりました。 

 

菱田 匡樹 

・森会員、万殿会員のスピーチ 

 楽しみにしております。 

稲掛 英男 ・森会員、万殿会員のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・また、忙しくなってきました。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率70％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 387,000円 

吉田  修 ・先週の理事・役員会欠席お詫び。 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

中川 俊夫 ・昨日は春の嵐でしたね。 

 

上原 従正 

・インターアクトクラブ３年生の卒業を

 祝して。 

 

中川 俊夫 

・今日は森会員、万殿会員クラブ討論会

 よろしくお願いします。 

◆地区行事 

 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 

 ４月８～９日 地区大会 ｻﾝﾄﾞｰﾑ福井 

◆クラブ行事 

 ３月３０日（木） 休会 

 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 

 ４月２７日（木） 桂友会 美濃吉 烏丸四条店 17：00～ 

 ５月２１日（日） 第２０回川クラブ友好の集い 

 ＪＲ和歌山駅東改札口 10：00 

BOXへ 鎌野 孝和、髙橋 英明、田中  守 

BOXへ 千田  適、田中  守、末永  寛 

鎌野 孝和、稲掛 英男 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和、田中  守 

稲掛 英男、吉田  修 

３月会員誕生日お祝い 

安田会員、会長と森会員 

 



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】 
-休会- 

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３０日 

（木） 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

【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】 

「第４回クラブ・アッセンブリー」 
前田 絵里様、岡  優香様 

梅原 一誓様 

「望遠鏡の話 」 

「病気と闘う子供たちとその家族の支援活動について(仮)」 

「笑いでみんなを幸せに」 

-休会- 

「暮らすように、備える。男女共同参画と防災」 

 

「モーニングロータリー国際奉仕」 

「障がいのある方と共に働く事。CRAワークサポートセンターの取組について」 

‐新会員スピーチ- 

-休会- 

 京都ハンナリーズバスケットボールスクール 

チーフコーチ 甲良 泰明様 

公益財団法人京都市男女共同参画推進協会 

事業企画課主任 久保 智里様 

 

京都大学大学院理学研究科准教授 岩室 史英様 

クラブアッセンブリー「クラブ改革と増強」 

→4/2（日）に変更 ～食文化事業～ 

「ケンクーンR.C.会長来日歓迎例会」 

-休会- 

「食育指導の重要性について～学校教育現場での取組から～」 

「長屋王家荷札木簡と交通安全安心社会」 

一ノ宮和之会員、神農 峰市会員、平田 晃一会員 

「バスケットボールプロリーグ『Ｂリーグ』発足 

    －日本バスケットボールの目覚め－」 

「未定」   

「未定」 

-休会- 

＊ビジター受付はありません。 

＊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。 

大道芸人 田久 朋寛様 

 

【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 

３月２７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３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２９日 

（水） 

公益財団法人鷹山保存会 西村吉右衛門様 

「スーパーサーズデー」 

「クラブ・フォーラム 創立25周年 呈茶席予行練習」 

「印象派とジャポニスムー女性画家ベルト・モリゾの場合」 

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 ◆ 

 

「鷹山の復興」 

学校法人京都ＹＭＣＡ学園 京都国際 

福祉専門学校副校長 久保田展史様 

神戸大学大学院 国際文化学研究科  

教授 吉田 典子様 

京都モーニングRC 青少年国際奉仕委員長 前田純一様  

長屋王家木簡広報人 久保   功様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 生活福祉

文化学部 特任教授 河佐英俊様 

＊ビジター受付はありません。 


