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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/ 
メールアドレス katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

創 立 1989年(平成元年)７月２７日 

クラブカラー ライトブルー 

【姉妹クラブ】  台湾三重中央ロータリークラブ 

【友好クラブ】  札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱ＩＡＣ】  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 

 

『ロータリーにときめきを』 2016～2017会長ﾃｰﾏ 

 会長 中川 俊夫 

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERD  
AUGUST 21.1989 

THE ROTARY CLUB OF  京都桂川ロータリークラブ 

DISTRICT2650 CHARTERED AUGUST 21．1989 



 第１３０７例会    ２０１７年５月１１日（木） Vol.２７-３８ 

１．本日、細則変更にともなう会員総会を行いま す。 

２．例会終了後、現次年度理事役員会が開催されます。 

３．４月３０日（日）次年度地区研修・協議会が

 開催されました。 

４．５月１７日（水）京都ホテルオークラにおいて

 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」が開催されます。林会員、千田

 会員、王会員が出席されます。 

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 

 ‐会員総会‐ 

 ‐会員スピーチ‐  山本 拓生会員 

        安田   勝会員 
         

閉会点鐘    13：30 

「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 

 

「年度末会員懇親会 」兼 井上会員「歓迎会」 
 

日 時： ６月２４日（土）１８：００～ 

場 所： 嵐山 良彌
よしや

  ℡ 871-0448 

   右京区嵐山渡月橋北詰東 
 

会 費： １０，０００円 

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

５月１８日（木）京都西山ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

５月１２日（金）京都紫竹ＲＣ 

５月１６日（火）京都洛南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は行われません。 

 

障害のある子どもと家族のための 

レクリエーション2017 
 

 日 時 4月15日 (土) 8時30分～18時30分 

 場 所 神戸海洋博物館 神戸どうぶつ王国 

 参加者 62名(合計) 

      洛西高校インターアクトクラブ5名 

      中川会員ご夫人 山本幹事 徳田会員 

     万殿会員 

気温的には絶好のレクリエーション日和となり

ました。 

到着までの車中ではバスガイドさんのお話など

和やかな雰囲気で時間を過ごしました。 

神戸海洋博物館、神戸どうぶつ王国では、動物

とのふれあいなど子どもたちにはステキな思い

出づくりが出来たのではないでしょか。 

私たち会員も、子どもたちの笑顔のおかげで 

充実した一日を過ごすことが出来ました。 

また洛西高校のインターアクトクラブの参加の

皆様、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

４月２７日（木）美濃吉 烏丸四条店において「桂友会」が

開催されました。 

 

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 

参加者： 藤井、林、児嶋、万殿、森、中川、德田 

  王、吉田の各会員 

報告者 社会奉仕委員長 万殿慎二 



1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 63％ 

【 】     小計 5,000円 今年度累計 38,000円 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 115,000円 
目標額 400,000円 達成率 28％ 

 -会員スピーチ- 

       上山 泰弘会員 

       王   杲会員 

次回例会 ５月１８日（木） 

BOXへ 吉田  修 

◆地区行事 

 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～ 

 ５月２０日（土） 2016-17年度 賛西会 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 17：00受付 17：30～ 

 ５月２１日（日） 2017-18年度派遣予定学生第6回研修会 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：30～ 

◆クラブ行事 

 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 「ギア」  

 １１：４５ ギア専用劇場前路上集合 

 ６月２４日（土） 年度末会員懇親会 兼 新入会員歓迎会 

 １８：００～ 嵐山 良彌 

藤井文治郎 ・岩井直躬様のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男、田中  守 

山本 拓生 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率91％ 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 658,000円 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】 小計 17,000円 今年度累計 1,143,000円   
目標額 1,300,000円 達成率87％ 

児嶋 雄二 ・岩井先生のスピーチ楽しみに。 

 

菱田 匡樹 

・岩井直躬様おこしくださりありがと

 うございます。 

 

 

出射 靖生 

・本日は岩井直躬学長をおむかえし

 「空海の足跡を訪ねて」スピーチし

 ていただきます。 

 

中川 俊夫 

・岩井様本日はよろしくお願い致しま

 す。 

BOXへ 林  良訓、田中  守 

末永  寛 ・岩井さんのお話を楽しみに。 

 

稲掛 英男 

・明治国際医療大学 学長 岩井直躬様

 をお迎えして。 

吉田  修 ・連休は知床へ行ってきます。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率82％ 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 456,000円 

 

 

吉田  修 

・日光山唄全国大会 家内が３２位で 

 残念ながら決勝戦に残れませんでし

 た。 

井上 正佳 ・いい天候になりました。 

万殿 慎二 ・岩井様のスピーチ楽しみです。 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『４月２７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２２名（４名）８８．０％ 

４月１３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２９％ 

ご来客２名 

上原 従正 ・岩井直躬様のスピーチを楽しみに。 

 

森  正廣 

・日本熊森協会２０周年総会は尼崎で

 盛大に開催されました。 

井上 正佳 ・本日もよろしくお願いします。 

 

谷口 泰義 

・ゴールデンウィークですね、ガーデ

 ニングを楽しみます。 

 

中川 俊夫 

・皆さんいよいよゴールデンウィーク

 ですね。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守 

出射 靖生 ・連休中もロータリーです。 

安田  勝 ・岩井先生をお迎えして。 

 

                     

      「春の家族会」「ギア」を見に行こう！ 
 劇場でもない、ミュージカルでもない、  
 サーカスでもない！新感覚エンターティメント！！ 

 

日 時： ６月４日（日）  

 １１：４５ ビル前路上集合  

    （12：00～公演約90分間） 
 

場 所： ギア専用劇場（ART COMPLEX 1928） 
    中京区三条御幸町東南角 
 

お食事： ビヤホール ミュンヘン 13：30～ 
    中京区河原町通四条上がる一筋目東入 
 

会 費： お一人  ５，０００ 円      
 

GEAR（ギア）にはジャグリング・ブレイクダンス・マジッ

ク・パントマイム、そしてヒロイン役のドールとして5人

の登場人物がでてきます。その5人の生のパフォーマ

ンスと、プロジェクションマッピングやレーザー、巨大

ファンや音響効果などの舞台装置の演出が絶妙に組

み合わさった総合舞台芸術です。 

 

青少年交換委員会： 山本龍一郎君の派遣先が 

          オランダに決まりました。 



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】 
～新会員スピーチ～「未定」 

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～ 

５月１８日 

（木） 

光明院住職・田中医院院長 田中 善紹様 

【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】 

「「歩くまち・京都の推進 Part2」 

一社 京都府計量協会 副理事長 吉川  勲様 

「人づくりの道～少林寺拳法の修行を通して～」 

「Man's glassy essence―「ガラスのような人間の本質」、「鏡のような人間の本質」 

「山下勝康パスト会長追悼例会」 

「天王山勤王十七烈士について」 

新入会員スピーチ「自己紹介」 

浪花 健三会員 

「Spring Duo Concert」 

「計量の歴史と京都」 

「大和心と大和魂」 

～京都乙訓RCとの合同例会～→20日（土） 

 

衆議院議員 前原 誠司様 

少林寺拳法 洛東ｽﾎﾟー ﾂ少年団 部長 森川 和仁様 

「ふるさと納税について」 

「植物のはなし」 

「ALL  for  ALL」 

「僧医外来へようこそ～1年を永く過ごす方法～」 

「食育プロジェクト事業開催の為、例会臨時変更」 

-新会員スピーチ- 

（社）メキキの会会長、（社）志教育プロジェクト理事長 出口  光様 

クラブデー 定款細則変更説明会 

「大和絵と有職彩色」  有職彩色絵師 林 美木子様 

「洛中の酒蔵の歴史と食文化」 

～夫人同伴夜間音楽例会～ 例会時間変更 18：00～ 

離宮八幡宮 宮司 京都西山ＲＣ会員 津田 定明様 

会員 池内 善一様 

＊ビジター受付はありません。 

 

英語ボランティア観光ガイド  

田辺 謙三様 

【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 

５月１２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 

５月１５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月１６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月１７日 

（水） 

作家 澤田 瞳子様 

「近代京都の原点:琵琶湖疏水－北垣国道と田辺朔郎－」 

「ワインと音楽を楽しむ会」夜間同伴例会開催 

「進化の隣人との共生を目指して」 

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 ◆ 

佐々木酒造 代表取締役 佐々木 晃様 

「《京都小説》のこれまでと今から」  

東京大学名誉教授 

藪内  稔様 

京都建築専門学校 特任講師 岩田 有史様 

平原  美則様、金丸 泰輔様 

＊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。 

 

松田 直樹様 

京都市都市改革局歩くまち京都推進室 

企画課長 大岸 將志様 

バイオリン 北條エレナさん、ピアノ 誉田 真弓さん 

会員 谷山 智光様 


