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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１３０８例会    ２０１７年５月１８日（木） Vol.２７-３９ 

１．５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」が開催さ

 れ、林会員、千田会員、王会員が出席されました。 

２．５月１９日（金）市内２４ＲＣ連絡協議会 会長 

 幹事会が開催され、現次年度の会長・幹事が参加

 いたします。 

３．５月２０日（土）リーガーロイヤルホテル京都

 において賛西会が開催されます。 

４．５月２１日（日）第２０回川クラブ友好の集い

 が開催されます。 

５．６月をビジター月間とします。この機会にロー

 タリーに関心のある友人、知人をお誘い下さ い。 

プログラム 

開会点鐘                                12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「夏は来ぬ」 

  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‐  上山 泰弘会員 

        王   杲会員 
         

閉会点鐘    13：30 

◇この度、上原従正会員が春の叙勲「瑞宝双光章」

 を受章されました。おめでとうございます。 
 

◇クールビズ期間中のお願い 

 クールビズ期間中は、ジャケット着用でお願いいた

 します。 

 

賛西会のご案内 
 

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

場 所： リーガロイヤルホテル京都 

参加者： 林、児嶋、万殿、森、中川、德田、王 

  吉田の各会員 

‐会員総会‐ 

 ‐会員スピーチ‐ 

  山本 拓生会員 

  安田   勝会員 

 

青少年交換派遣学生 山本咲良さんより４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 4月末にサンパウロに観光に行ったときに
お腹を壊してしまいました。 
 

★スピーチはしましたか 今月はしていません。 
 

★毎日の活動は 毎日学校に行っています。毎日楽しい
時間を過ごしています。 
 

★観光や訪問に行きましたか  4月初めの 4日間、
predidente prudenteへ日本からのもう一人の交換学生
の家に遊びに行きました。 
また4月末にサンパウロへ行きました。本当はもっとたく
さんのことをしたかったのですが、体調が優れずできま
せんでした。しかし、サンパウロで一番重要なパウリス
タ通りを歩いたり、サンパウロ美術館に行ったりと十分
に楽しめました。 
 

★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。ホストチェンジしてからも近くのジムを
見つけたので、そこに通っています。 
 

★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。8日はmarilia
で4510地区の2017-2018年度交換学生の交換先を決める
ミーティングがあり、私も2016-2017年度交換学生として
参加してきました。今年もブラジルから2人の男の子が日
本に派遣されます。久しぶりに地区委員さんとも会い、
私のポルトガル語をほめてくださり、嬉しかったです。
来月には最後の地区のオリエンテーションがあるので、
楽しみですが、もう終わりが近づいてきていると思うと
寂しい気持ちです。 
 

★現地の言葉で会話していますか 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。帰国まであと3か月を
切りました。来てから半年が過ぎたころは、まだ半分
か、という気持ちでまだまだ先が見えないような感じで
したが、今は、ブラジルに居られるのもあと3か月で、時
間がたつのがすごく早く感じます。 
15日は誕生日で、 
19歳になりました。 
友達と過ごした 
誕生日は一生の 
思い出です。 
あと少し、胸を 
張って帰れるよう、 
たくさんのことに 
挑戦し、感謝の 
気持ちを忘れずに 
頑張っていきたい 
と思います。 
 

★なにか希望要望はありますか 特にありません。 

 

第２０回川クラブ友好の集い 
 

日 程： ２０１７年 ５月２１日（日）  

集合場所： 京都駅 ８：３５発 ＪＲ特急 くろしお３号 

   新宮行 乗り場 

参加者： 中川会長、鎌野、森、谷口、德田 

   上原、安田の各会員、田中、吉田の各夫妻 



1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 63％ 

【 】     小計   0円 今年度累計 38,000円 

【 】   小計 3,000円 今年度累計 118,000円 
目標額 400,000円 達成率 29％ 

クラブ・デー 第９回クラブ討論会 

「ＲＬＩについて」 

 RI第2650地区ＲＬＩ委員長 田中 文夫様 

次回例会 ５月２５日（木） 

BOXへ 井上 正佳、吉田  修 

◆地区行事 

 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 

 

出射 靖生 

・本日は山本会員、安田会員のスピーチ

 です。お楽しみに。 

BOXへ 吉田  修、田中  守、德田 正彦 

稲掛 英男 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率92％ 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 669,000円 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】 小計 41,000円 今年度累計 1,184,000円   
目標額 1,300,000円 達成率91％ 

・山本さん、安田さんのスピーチ楽しみに。 

 

中川 俊夫 

・安田会員、山本会員 本日はスピーチ

 よろしくお願い致します。 

林  良訓、稲掛 英男、髙橋 英明、菱田 匡樹 

谷口 泰義 ・五月晴れをのぞみます。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率84％ 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 465,000円 

 

中川 俊夫 

・皆さん今日は会員総会です。 

 よろしく。 

 

末永  寛 

・安田さん、山本さんのお話しを 

 楽しみに。 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『５月１１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２３名（５名）８８．４６％ 

４月２７日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客１名 

 

瀬田 保二 

・皆様お元気ですか、天候不順で体調 

 不良です。 

 

 

吉田  修 

・連休は、北海道へ 

 北根室ランチウォークと知床ネイ

 チャーウォークを楽しんできました。 

田中  守 ・山本、安田先生のスピーチ楽しみです。 

 

森  正廣 

・会社事務所移転しました。 

 両替町御池下ル OSYOUの斜向いです。 

 

森  正廣 

・佐木島マラソン（広島県三原市）離島

 はのんびりしていいですネ。 

 

田中  守 

・太田さん 楽しい家庭集会ありがと

 うございました。 

 

出射 靖生 

・上原先生今回の叙勲おめでとうござ

 います。 

 

 

内山 正元 

・上原様、この度はおめでとうござい 

 ました。フランス大統領に、３９才の

 マクロン氏の新時代です。 

 

德田 正彦 

・上原先生褒章受章おめでとうござい

 ます。 

・上原先生 春の叙勲おめでとうございます。 

 

安田  勝 

・上原先生 

 この度はおめでとうございます。 

上原 従正 ・叙勲の栄に感謝して。 

 

吉田  修 

・上原先生、おめでとうございます。 

 ますますのご精進をお祈りいたします。 

山本 拓生 ・ほろにが会お疲れ様でした。 

BOXへ 稲掛 英男、千田  適 

BOXへ 井上 正佳 

藤井文治郎 ・安田、山本会員のスピーチ楽しみに。 

末永  寛、児嶋 雄二 

今日の歌   

「夏は来ぬ」 
佐佐木信綱作詞・小山作之助作曲 
 

卯の花の 匂う垣根に 

時 鳥
ほととぎす

 早も来鳴きて 

忍音
しのびね

もらす 夏は来ぬ 

 
 

さみだれの そそぐ山田に  

早乙女が 裳裾
もすそ

ぬらして 

 玉苗
たまなえ

植うる 夏は来ぬ 



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】 
「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２５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】 

＜京都西北RCとの合同例会の為、例会変更＞ 

㈱山村美沙ｵﾌｨｽ 取締役 山村 巍様、SYOﾓﾃﾞﾙｵﾌｨｽ代表 山村 祥様 

-クラブ創立記念スピーチ-「クラブ創立記念日に因んで」 

～新会員スピーチ～ 

「ローターアクトの目指すべき未来について」 

例会日・場所・時間変更 

「ユネスコ無形文化遺産 和食の秘密」 

 みずほ証券投資情報部テクニカルアナリスト 中村克彦様 

「ワーキング・イン・ジャパンー元台湾留学生のキャリア選択」 

「猫の夫婦？」 

「女形が語る、歌舞伎の楽しみ方」 

「京都のお菓子」 

 

 

会員 木 下  收様 

「アメリカ、日本の金融情勢について」 

－京都嵯峨野ＲＣとの合同例会－例会場変

「クラブデー」 

－青少年奉仕部門フォーラム- 

「世界に誇る日本の技と匠を未来に繋ぐ」 

「貧困が奪う子どもと社会の未来」 

歌舞伎の名題役者 片岡嶋之亟様 

ハナレイベイＲＣ来訪例会 

「私にとっての職業奉仕とは」 山口 琢也会員 

「スペシャルオリンピックスとは」 

｢西郷隆盛と京都｣ 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

西郷隆盛研究家 原田 良子様 

地区ローターアクト代表 宮内  翼様 

 

【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１９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２２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月２３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月２４日 

（水） 

地区ローターアクト代表 宮内  翼様 

「スーパーサーズデー」 

「会員スピーチ」 

クラブ・フォーラム（青少年奉仕委員会） 

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 ◆ 

スペシャルオリンピックス日本・京都 常務理事 

事務局長  京都RC会員 木本 和秀様 

 「ローターアクトの目指すべき未来と現状」 

四方田秀喜会員・光井 芳喜会員 

担当 青少年奉仕委員会委員長 郡 正樹様 

特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば 

 理事長  村井  琢哉様 

坂 栄二会員 

有限会社 鎰良光 代表取締役 髙木 正勝様 

きもの研究家  三宅てる乃様 

(有)疋田（店名マルカ）代表取締役社長京都西RC会員 疋田  忠様 

＊ビジター受付はありません。 

滋賀大学経済学部 

准教授 陳  韻如様 

京都料理芽生会会長  田村 圭吾様 


