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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１３０４例会    ２０１７年４月１３日（木） Vol.２７-３５ 

１．４月８-９日、地区大会が開催されました。 

 会長、幹事および森、德田、吉田の各会員が参加

 しました。 

２．４月１４日（金）京都紫竹ＲＣ創立２５周年

 記念例会・祝宴が行われます。会長、幹事が出席

 いたします。 

３．４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が行われます。洛西高等学校

 より顧問の先生をはじめ６名の生徒と会長、幹事

 万殿会員、德田会員が参加いたします。 

４．４月１６日（日）ロームシアター京都において 

 地区職業奉仕「講演会」が行われます。末永会員

 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「それでこそロータリー」 

  今日の歌「春の小川」 

  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 

  -会員スピーチ- 

  内山 正元会員  上原 従正会員 
     

閉会点鐘    13：30 

 「ＪＡＺＺ Piano Solo 演奏」 

 Jazz Pianist 星山 啓一様 

日 時  2017 年４月６日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、内田、林、稲掛、山本、田中、王、瀬田 

  末永、髙橋、万殿、太田、森、千田の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 
３．報告事項 
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
５．第４回クラブ協議会について（地区大会報告） 
６．第２０回川クラブ友好の集いについて 
７．第９回クラブ討論会（研修リーダー）   
８．春の家族会について 
９．年度末会員懇親会について 
10．定款・細則について 
11．入会金について   
12．その他 

日 時  2017 年４月６日(木) 現年度理事会終了後 

出席者  林、髙橋、内田、中川、王、田中、太田、 

  鎌野、瀬田、末永、山本、吉田、出射、 

  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 
３．会長エレクト研修セミナー報告について 
４．地区研修・協議会について 
５．週報について   
６．その他 

青少年交換派遣学生 山本咲良さんより３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 虫歯になっていたみたいで、1日に歯医者
の1stホストファザーに治療してもらいました。其のあと
が治療前よりも痛く、寝られないくらいだったので、 
また歯医者の2ndに頼んでもう一度診てもらい、神経を抜
くことになりました。日本でほとんど虫歯になったこと
がなかったので、どうしていいかわからないことが多
く、少し大変でした。  
 

★スピーチはしましたか 8日に東日本大震災について 
パワーポイントを使ったスピーチをしました。言いたい
こと、伝えたいことはたくさんあるのに、うまくポルト
ガル語で伝えられないというもどかしさを感じました。
知ってもらえたことが今回の収穫だと思います。スピー
チをすることで、もっとポルトガル語で喋れるように 
なりたいというモチベーションも上がったので、また違
うテーマを考えてできたらと思います。 
 

★毎日の活動は 毎日学校に行っています。新しい友達
もでき、日々楽しい時間を過ごしています。 
 

★観光や訪問に行きましたか 友達の誕生日パーティー
に行かせてもらったり、近くのショッピングに映画をみ
に行ったりしました。 
 

★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。22日はホスト
クラブの創立記念の特別例会でした。 
 

★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。ブラジルに来てから 
8か月がたちましたが、未だに慣れないことや驚くことは
たくさんあります。誕生日会で久しぶりに去年同じクラ
スだった友達に会うことができました。私がポルトガル
語で話しているのを見てその友達はすごく驚きほめてく
れました。 

 



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 2,000円 今年度累計 111,000円 
目標額 400,000円 達成率 28％ 

【ニコニコ箱】 小計 33,000円 今年度累計 1,056,000円   
目標額 1,300,000円 達成率81％ 

 クラブ・デー 

 第４回クラブ協議会（地区大会報告） 

次回例会 ４月２０日（木） 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『４月６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２６名（５名）１００％ 

３月２３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３１％ 

ご来客２名 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

中川 俊夫 ・星山様のジャズピアノを楽しみに。 

吉田  修 ・久しぶりのミニ・コン楽しみですね。 

安田  勝 ・星山さんのピアノ楽しみです。 

菱田 匡樹 ・ミニコンサート楽しみにしております。 

稲掛 英男 ・ミニコンサート楽しみに。 

井上 正佳 ・よろしくお願いします。 

太田 勝彦 ・がんばります！ 

京都西ＲＣ 

中村 辰靖様 

・京都西ロータリークラブ中村です。 

 本日は宜しくお願いいたします。 

◆地区行事 

 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 田中  守、鎌野 孝和、林  良訓 

上原 従正 ・米山奨学生の新年度に向けて。 

 

 

稲掛 英男 

・本日は久し振りのミニコンサートで

 す。ＪＡＺＺ Pianist の星山啓一様

 をおむかえしております。 

BOXへ 德田 正彦、田中  守、稲掛 英男 

鎌野 孝和、千田  適 

児嶋 雄二 ・先週例会に出ましたが皆休みでした。 

 

出射 靖生 

・今年は４７名の新人職員をむかえる

 ことができました。 

森  正廣 ・嵐山亀山公園から小倉山へハイキング 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率74％ 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 410,000円 

山本 拓生 ・星山さんのJAZZ演奏楽しみに。 

中川 俊夫 ・やっと春爛漫です。 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率86％ 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 619,000円 

 

末永  寛 

・児嶋さん先日はありがとうございま

 した。 

今日の歌   

「春の小川」 
春の小川は  さらさら行くよ 

岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく  色うつくしく 

咲けよ咲けよと  ささやきながら 

千田  適 ・朝鮮半島はどうなるのでしょうか？ 

王   杲 ・今日は桜花満開の日ですね。 

 

 

德田 正彦 

・新年度始まりました。 

 新入生徒が小学校へ 

 さくらが満咲です。 

 

 

 

吉田  修 

・４/２東京に行ったついでに、一度行

 きたかった上野恩賜公園で花見をし

 てきました。昼間でしたがひどい人

 出でした。 

 

森  正廣 

・小さいけどピリッとする「文子天満

 宮」は、六条間之町下ル。 

 

内山 正元 

・白川、祇園の花見をしてきました。 

 風情がありました。 

吉田  修 ・ノムルンさんに想いを馳せて。 

井上 正佳 ・よろしくお願いします。 

 

内山 正元 

・御所の庭園の桜も見事です。 

 花見はワクワクします。 

 

王   杲 

・日中「書画合同展」京都市美術館で

 ９日まで開催中。 

万殿 慎二 ・娘の入学式に行ってきました。 

井上 正佳 ・よろしくお願いします。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、稲掛 英男 

 

 

自分ではどれくらい成長したかわからない部分が多いので
すが、こうやって友達にいってもらうと自信にもなるし、
もっと頑張ろうと思えました。言葉が話せるようになって
もイライラしたり、うまくいかないことが多かったりしま
すが残された時間はあと少しなので、前向きに受け止めて
いこうと思います。 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 



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】 
「はぐるま例会」 

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～ 

４月２０日 

（木） 

たん熊北店 本店 主人 栗栖 正博様 

【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】 

「ハラスメント防止と明るい職場応援団」 

会員 大門 和彦様、幡南 進様 

「個人情報保護法の改正について」 

「美術鑑賞のススメ」 

「北陸新幹線・リニア中央新幹線と京都」 

「第4回クラブアッセンブリー」～地区大会に参加して～ 

「釡の美と鑑賞」 

脇  巌会員 

「ラオス・ルアンパバーン報告」 

「新入会員スピーチ」 

「外見力の磨き方～ビジネスリーダーの

「なぜ古都京都の森の保護が急がれるのか」 

会員 田附 剛士様 

千家十職釡師  大西清右衛門様 

 

京都産業大学法教育総合ｾﾝﾀｰ長・教授 安冨  潔様 

「夫が亡くなった！？」 

～クラブ・デー～「第５回クラブアッセンブリー」 

「クラブデー」 

「世界に飛翔たく和食」 

「キセキの出愛術～0.2秒の直感を信じる為に用意したい７つのレシピ」 

「春の家族会」開催の為、例会終了時刻変更 12：30～13：15 

㈱パーソナルデザイン 代表取締役  唐澤理恵様 

「９１１の履歴書」 

「囃すとは・・・」  能楽 幸流 小鼓奏者 曽和 鼓堂様 

「長たる心」 

「春画で笑う」 

 

 

国際日本文化研究センター 特任助教 石上 阿希さん 

京都大学大学院工学研究課 教授  

交通政策研究 ユニット長 中川  大様 

㈱チェンジ・アップ 代表取締役  荒尾 千春様 

【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１４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１７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月１８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月１９日 

（水） 

宇治川の鵜飼 鵜匠 澤木万理子様 

「経営者に求められるスピーチ力」 

「創立２５周年記念式典・祝宴」 

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 ◆ 

臨済宗 天龍寺派 宗務総長 田原 義宣様 

「ウミウの誕生からみる鵜飼の未来」 

日本画家 川島  渉様 

担当 創立50周年記念事業実行委員会 

委員長 中村 翠嵐様 

「ﾌｨﾃﾞｭｰｼｬﾘｰﾃﾞｭｰﾃｨと信託について」

辻    義輝会員 

＊ビジター受付はありません。 

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 

教授 田中 和博様 

フェイシャルクリニックサロン 

ブルソワン代表 吉原亜美様 

＊ビジター受付はありません。 

森田惠三社会保険労務士事務所副所長 杉原 純子様 

ＲＩ第2650地区ガバナー補佐 京都中RC会員 小森 一宏様 


