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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１３０５例会    ２０１７年４月２０日（木） Vol.２７-３６ 

１．４月１４日（金）京都紫竹ＲＣ創立２５周年

 記念例会・祝宴が行われ会長、幹事が出席いたし

 ました。 

２．４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した。 

３．４月１６日（日）地区職業奉仕「講演会」が行

 われ末永会員が参加されました。 

2016-17年度 第３回炉辺会合（第４班）の報告 
 

 第四班炉辺会は3月18日に中国料理龍門 岡崎店で

開催しました。 

参加者は出射会員、林会員、瀬田会員と私でした。 
 宴会が6時半から始まり9時半頃まで3時間でし

た。最初は出射会員から医療関係の話題から始ま

り、病院運営の厳しさ、各業界の人手不足問題等な

ど宴会が盛り上がりました。 

 最後に課題に入り、姉妹クラブと友好クラブの 

交流について台湾三重中央ロータリークラブの交流

回数を少し減らした方が良いと思いました。札幌真

駒内ロータリークラブは姉妹クラブを締結する事で

今後お互いの交流と理解を深める事が出来ると思い

ます。もう一つは

来年３月の記念例

会はもうちょっと

盛り上げた方が良

いと思います。 
 

報告：王  杲 

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４回クラブ協議会（地区大会報告） 
     

閉会点鐘    13：30 

  -会員スピーチ- 

  内山 正元会員  上原 従正会員 

 

夫人誕生日お祝い   

 ６日 近藤永太郎会員夫人 和子様 

 １４日 藤井文治郎会員夫人 政子様 

   １７日 鎌野孝和会員夫人  幸子様 

   １８日 内田勝彦会員夫人 由美子様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 林 良訓会員  ㈱マリーナ雄琴 

  １日 谷口泰義会員 ㈱西京ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ 

  １日 内山正元会員 内山法律事務所 
 

４月おめでとうございます 

 

2017-18年度 地区研修・協議会 
 

 日 時  ４月３０日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 場 所  国立京都国際会館 

 出席予定者 
 内田、王、内山、児嶋、山本、出射、万殿、 

 髙橋、吉田の各会員 
 

      ＊昼食の用意はございません。 

12時00分～ 受付 

12時30分～ 全体会議（一部） 

13時25分～ 分科会 

15時00分～ 全体会議（二部） 

17時00分 終了 

「日本京都・中国陝西 

書画合同展」協賛寄付金

の贈呈。 

  瀬田会員と中川会長 

  

2016-17年度 地区大会の報告  
 

４月８・９日（土・日）福井県において地区大会が

開催されました。会長・幹事、徳田 

吉田、森会員が参加いたしました。 

 



1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 53％ 

【 】     小計 2,000円 今年度累計 32,000円 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 112,000円 
目標額 400,000円 達成率 28％ 

「留学僧・空海の足跡を訪ねて」 

  明治国際医療大学 学長 

      岩井 直躬様 

次回例会 ４月２７日（木） 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『４月１３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％ 

ご来客１名 

BOXへ 吉田  修 

◆地区行事 

 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～ 

 ５月１７日（水） ＲＩ第2650地区「ロータリー財団100周年 

 記念シンポジウムと集い」 14：00～ 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

 ５月１９日（金） 第３回京都市内24RC連絡協議会 

 会長・幹事会 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 

 17：30受付 18：00～ 

◆クラブ行事 

 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 

 ６月 ４日（日） 春の家族会  

 詳細は後日お知らせします。 

 

 

森  正廣 

・今回の地区大会は「手に手つないで」

 はありませんでした。「花が咲く」の

 大合唱になりました。 

 

末永  寛 

・上原さん、内山さんのスピーチ楽し 

 みに。 

BOXへ 上山 泰弘、田中  守、吉田  修 

稲掛 英男 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率89％ 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 639,000円 

 

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 

万殿 慎二 ・息子の入学式に行ってきました。 

 

出射 靖生 

・本日は内山会員、上原会員にスピー

 チしていただきます。お楽しみに。 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】 小計 41,000円 今年度累計 1,097,000円   
目標額 1,300,000円 達成率84％ 

森  正廣 ・地区大会は鯖江の夜を楽しみました。 

谷口 泰義 ・欠席が重なり失礼いたしました。 

内山 正元 ・花見をたんのうしました。 

井上 正佳 ・皆様の優しさに感謝です！！ 

 

吉田  修 

・きょうの内山さん、上原先生の 

 スピーチ楽しみに。 

 

田中  守 

・内山、上原両先生のスピーチ楽しみ

 です。 

 

中川 俊夫 

・内山会員、上原会員 本日はスピーチ 

 よろしくお願いします。 

BOXへ 上山 泰弘、林  良訓 

 

藤井文治郎 

・内山、上原会員のスピーチ楽しみ

 です。 

 

稲掛 英男 

・内山会員、上原会員のスピーチ 

 楽しみに。 

 

菱田 匡樹 

・内山会員、上原会員のスピーチを 

 楽しみにしております。 

 

髙橋 英明 

・内山先生、上原先生のお話しを

 楽しみにしてます。 

 

王   杲 

・出射さん、瀬田さん９日に大変お世話

 になりました、有難う御座いました。 

児嶋 雄二 ・きなくさい 朝鮮半島・・？ 

 

出射 靖生 

・熊本大地震より早くも１年が経過し

 ました、改めて御見舞い申し上げます。 

太田 勝彦 ・毎週やってます！ 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率79％ 

【 】 小計 23,000円 今年度累計 433,000円 

 

吉田  修 

・地区大会に行ってきましたよ。 

 ６名で寂しかったー。 

中川 俊夫 ・地区大会参加の皆様ご苦労様でした。 

 

上原 従正 

・琉水の十石舟で岡崎の桜とインクラ

 インの桜を楽しみました。 

安田  勝 ・中東に平和と安定を。 

 

万殿 慎二 

・内山会員、上原会員のスピーチ楽し

 みです。 

 

山本 拓生 

・万殿さん、髙橋さん 昨日は一日中 

 お世話になりました。 

井上 正佳 ・よろしく！！ 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、上山 泰弘 

林  良訓 ・早退おわび。 

BOXへ 末永  寛 



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】 
会員スピーチ「生活習慣病：その１．癌のはなし」 

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２７日 

（木） 

 

【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】 

「クラブ・デー」 

奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授  京都東RC 湊 小太郎様 

-イニシエーションスピーチ-「自己紹介させていただきます」 

「新年度に向けての抱負と方針」 

「オルタナティブ・ファクト（もうひとつの真実）に抗し

「第3回クラブフォーラム 職業奉仕について」 

「～世界でいちばん貧しい大統領 ホセ・ムヒカ～その素顔と、ムヒカさんに教わったこと」 

平山行政書士事務所  

所長 平山 智公様 

「ラオス文化交流学生スピーチ」 

「医用画像処理の話」 

-新会員スピーチ- 

「アジアで一番の親日国ミャンマーの素顔」 

会員 安保 嘉博様 

編集者   

艸場よしみ様 

京都美山高等学校  

校長 岡西 啓三様 

会員 山内 一正様 

「売上を上げるための広告が損害を与える⁉（景品表示法）」 

～クラブ・デー～「会員組織部門 第11回クラブフォーラム」 

「不登校生と新しい教育のかたち～京都美山高等学校インターネット通信制～」 

-休会- 

「“伏見吹奏楽のつどい”開催の為、２９日（土）に例会臨時変更」 

-新会員スピーチ- 

山本知克会員、小松一道会員、永野 正会員 

「弁護士自治について」 

「一期一会～フルートの音につつまれて～」 フルート・ピッコロ奏者 和久井 穂波様 

「未定」 

｢APECを控えたパプアニューギニア経済事情｣ 

職業奉仕委員会 梅山  猛会員 

 

京都大学 経済学研究科 博士後期課程  

経営学博士 吉原 清嗣様 

朝日新聞京都総局長 久我  誠様 

 

【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２１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２４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月２５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月２６日 

（水） 

京都市会議員  

寺田 一博様 

「スーパーサーズデー」 

「第５回クラブ協議会 創立２５周年を終えて」 

「琵琶湖疏水・とっておきの話」 

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 ◆ 

京都市動物園 副園長 

「市会改革の取り組み(全国トップレベルと評価されるまで)」 

藤井 正大会長エレクト 

大津市歴史博物館 館長 樋爪 修様 

山本知克会員、小松一道会員、永野 正会員 

 

ＮＰＯ法人国際社会貢献センター  

会員 浦  茂樹様 

＊ビジター受付はありません。 

野々村光生会員 

 

ラオス スマイルエデュケーション ＭＯＲＹＡＮＧさん、ＡＬＩＳＡさん 


