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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/ 
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【友好クラブ】  札幌真駒内ロータリークラブ 
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『ロータリーにときめきを』 2016～2017会長ﾃｰﾏ 

 会長 中川 俊夫 
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 第１３０３例会    ２０１７年４月６日（木） Vol.２７-３４ 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会が開催さ

 れます。 

２．４月８-９日、福井県において地区大会が開催さ

 れます。会長、幹事および森、谷口、德田、吉田

 の各会員が参加します。地区大会には事前に配布

 した名札をご持参ください。 

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 

    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 

  ミニコンサート 

  「ＪＡＺＺ Piano Solo 演奏」 

   Jazz Pianist 星山 啓一様 
  

閉会点鐘    13：30 

 「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 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月８日（土） 

13：00～16：30 RLI卒後コース 

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 

 10：30 大会本会議 １部 

 11：50 エンターテイメントショー 

 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 大会本会議 ２部 

15：30～16：30 青少年フォーラム 
 

記念講演 

福井県立大学恐竜学研究所 所長 

福井県立恐竜博物館 特別館長 東 洋一氏 
 

出席予定者 

 中川会長、山本幹事、谷口、德田、吉田、森の各会員 
 

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 
 

  ＊大会本会議の会場は、ＪＲ鯖江駅から徒歩約１５分です。 
 ＊ＪＲ鯖江駅からのシャトルバスは、 

 鯖江駅 9：50発 → 10：00頃着 ｻﾝﾄﾞｰﾑ福井 

 

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。 

星山 啓一（ほしやま けいいち）様 
 

ご略歴 

1965年7月3日大阪で生まれ神戸で育ち現在は京都市在住。

5才よりPianoを始め中学高校時代は神戸でロックや

フュージョンのバンド活動に熱中する。大学時代京都に

て、藤井貞泰氏に師事し、JAZZにめざめる。卒業後数回

ニューヨークに渡り、本場の空気を学ぶ。現在は京阪神

を中心にライブハウス、ホテル、レストラン等で活動し

ている。藤ジャズスクール講師をつもめる。 

 

賛西会のご案内 
 

日 時： ２０１７年 ５月２０日（土） 
  １７：００受付 １７：３０開会 

  【山田啓二知事の講演会】 １７：３５～１８：３０ 

  【懇親会】（ｹﾞｽﾄ：ばんばひろふみ） １８：３０～２０：３０ 

 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 
 

会 費： ８，０００円 

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

４月１３日（木）京都西山ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

４月 ７日（金）京都紫竹ＲＣ 

 ビジター受付は行われません。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

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 109,000円 
目標額 400,000円 達成率 27％ 

【ニコニコ箱】 小計 22,000円 今年度累計 1,023,000円   
目標額 1,300,000円 達成率79％ 

 -会員スピーチ- 

      内山 正元会員 

      上原 従正会員 

次回例会 ４月１３日（木） 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『３月２３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２４名（６名）９２．３１％ 

３月９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．５９％ 

ご来客３名 

BOXへ 稲掛 英男 

 

 

障がいのある人と家族のためのレクリェーション 
 

日 時： ２０１７年４月１５日（土） 
８時３０分集合 西京区役所 立体駐車場前 

８時５０分集合 境谷大橋 南西側 

  ↓ 

午後５時００分ごろ到着予定 
 

場 所： 神戸どうぶつ王国、神戸海洋博物館 

      カワサキワールド 
 

  参加者：中川、山本、万殿、德田の各会員 

 

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 

 

菱田 匡樹 

・橋本ゆりあさんのスピーチを楽しみに

 しております。 

 

稲掛 英男 

・洛西高校の先生及び皆さん 

 いらっしゃい。 

 

内山 正元 

・ＷＢＳベースボール、  

 日本、惜しかったですね。 

 

谷口 泰義 

・鴨川にトンビがたくさんとんでいま

 した。 

児嶋 雄二 ・ノムルン卒業おめでとう。 

吉田  修 ・姉の祥月命日（3/24）に寄せて。 

太田 勝彦 ・今月はがんばりました。 

吉田  修 ・橋本ゆりあさんのお話楽しみに。 

 

中川 俊夫 

・洛西高等学校ＩＡＣ山口先生、橋本さん

 今日はよろしくお願い致します。 

◆地区行事 

 ４月８～９日 地区大会 ｻﾝﾄﾞｰﾑ福井 

 ４月１４日（金） 京都紫竹ＲＣ創立２５周年 

 記念例会・祝宴 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ京都 

 ４月１６日（日） 地区職業奉仕「講演会」 

 ﾛｰﾑｼｱﾀｰ京都 12：00受付 13：00～ 

 ４月３０日（日） 2017-18年度地区研修・協議会 

 国立京都国際会館12：00受付 13：00～ 

◆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～ 

 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 林  良訓、髙橋 英明、鎌野 孝和 

 

山本 拓生 

・２年ぶりゴルフしました 

 １０９でしたが・・・ 

稲掛 英男 ・ノムルンさんいらっしゃい。 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、千田  適 

 

出射 靖生 

・王さん先日の炉辺会議お世話になりま

 した。 

王   杲 ・炉辺会の皆様大変お世話になりました。 

 

千田  適 

・本日途中退席します。 

 申し訳ありません。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率72％ 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 395,000円 

万殿 慎二 ・ノムルンさんがんばってね。 

 

吉田  修 

・つくづく“健康第一”を実感する 

 今日この頃。 

 

上原 従正 

・洛西高校インターアクトクラブの 

 活動に寄せて。 

森  正廣 ・研修報告楽しみに。 

万殿 慎二 ・インターアクト報告楽しみです。 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率79％ 

【 】 小計 5,000円 今年度累計 569,000円 

 

出射 靖生 

・最近はどんでもないニュースが多い

 ですね。 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和 

末永  寛 ・山口先生、橋本さんのお話を楽しみに。 

中川 俊夫 ・やっと春本番ですね。 



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】 
「RI第2650地区の社会奉仕」 

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～ 

４月１３日 

（木） 

立命館大学 アコースティックギタークラブ様 

【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】 

＜春の夜間例会の為、例会変更＞ 

 

「限りなき道 ロータリー」 

「お金をめぐる最近の動き」  

「東アジア文化都市2017京都について」 

「“かしこ暮らしっく長岡京”をめざして」 

新入会員スピーチ「職業としての弁護士」 

＊ビジター受付はありません。 

「平和とサスティナブルな開発への道」 

クラブ・デー 青少年交換学生ご一家スピーチ 

「フラ～語り継がれるもの～」 

-休会- 

会員 今小路覚真様 

会員 大谷 俊介様 

京都精華大学  江田 晃世様 

会員 田中 誠二様 

-休会- 

「最近の医療の話題－高血圧治療の疑問－」 

「しーかす みらいアートせいかプロジェクトについて」 

「未定」 

「ご縁が繋がるテーブルマナー ～エスコート術～」 

「天竺がえり お花舞ふ 」 

Hālau Hula O Kapuamohala 主宰   岡田 瑞紀様 

クラブデー「ほとけさんって何？」 

「夢に向かって、波の音が消えるまで」  プロフェッショナルビッグウェーブサーファー 青山 弘一様 

「衆文化を後世に-ハレとケの食のならわし-」 

「京都魔界巡礼～京都三山とパワースポット～」 

長岡京市役所対話推進部参事  喜多 利和様 

医療法人高島診療所 院長 高島 啓文様 

合同会社京都ジャーナリズム歴史研究所  

代表 丘 眞奈美さん 

東アジア文化都市2017京都実行委員会 井上 悦道様 

㈱クリエイトウェディング 代表取締役  

梅木 慎二様 

【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 

４月７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 

４月１０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 

４月１２日 

（水） 

医療法人 三幸会 北山病院 院長 澤田 親男様 

「今、若い人達に人気の挙式スタイル 和婚」 

地区大会参加（福井県） 

「祇園祭 ごみゼロ大作戦の実践から」～市民発・市民主体のまちづくり～ 

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 ◆ 

公財）奈良屋記念杉本家保存会 常務理事兼 

事務局長 料理研究家 エッセイスト 杉本 節子様 

「認知症について」 

髙﨑 秀夫会員 

まちしごと総合研究所 代表  

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｼﾝｶｰ 野池 雅人様 

国際平和と開発機構（ＩＰＳＯ）理事長京都大学東南アジア 

研究所教員 ボナンノ・ジャンルカ様 

舞踊家 花の宮 祐三子様 

＊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。 

マナー講師 福西満里子様 

RI第2650地区社会奉仕委員会委員 京都南RC会員 岩井美晴様 

＊ビジター受付はありません。 


