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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１３０９例会    ２０１７年５月２５日（木） Vol.２７-４０ 

１．５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

 いたしました。 

２．５月２０日（土）賛西会が開催され８名が参加

 いたしました。 

３．５月２１日（日）第２０回川クラブ友好の集い

 が開催され、１１名が参加いたしました。 

４．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開催い

 たします。 

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
       

閉会点鐘    13：30 

田中 文夫（たなか ふみを）様 
 

地区 国際交流委員長  

地区 青少年交換委員長 

ガバナー補佐 

地区 ＲＬＩ委員長 

日 時  2017 年５月１１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 

  内山、末永、髙橋、児嶋、森の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 
３．第２０回川クラブ友好の集いについて 5/21（日） 
４．第９回クラブ討論会（研修リーダー） 5/25（木） 
５．春の家族会について   6/  4（日） 
６．年度末会員懇親会について  6/24（土） 
７．第５回クラブ討論会（年間総括）  6/22（木） 
８．第４回炉辺会合について   
９．その他 

日 時  2017 年５月１１日(木) 現年度理事会終了後 

出席者  林、髙橋、内田、中川、王、田中、内山、 

  瀬田、末永、山本、児嶋、吉田、出射の各会員 
議 事 
１．次年度予算（案）について 
２．週報について 
３．会長テーマ並びに会長所信とクラブ運営について 
４．次年度例会運営について 
５．第１回クラブ協議会について  6/29（木） 
６．大森英彦名誉会員について 
７．会員名簿作成について 
８．地区研修・協議会の報告   4/30（日） 
９．その他 

 ‐会員スピーチ‐ 

  上山 泰弘会員      王  杲会員 

2016-17年度 第４回炉辺会合のお知らせ 
 

炉辺会合の組み合わせを次のようにいたしました。 

それぞれ５月～６月までに開催いただき、会合終了後、

事務局宛報告をお願いします。 
＊テーマ「この一年を顧みて」  

        

     クラブ管理運営委員長 瀬田 保二 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞー   

1 千田 内田 上原、德田、瀬田、菱田、鎌野、大森  

2 上山 内山 髙橋、田中、森、山本、万殿、一口  

3 末永 安田 山田、谷口、児嶋、太田、稲掛、近藤 

4 林 藤井 吉田、出射、中川、王、松尾、井上  

2016-17年度 第３回炉辺会合（第３班）の報告 
 

先日、大変遅場せながら炉辺を開催させていただきま

した。参加者は中川会長・田中会員・内山会員・末永

会員と私、太田の５

名で祇園の竹茂にて

行いました。 

話題は森友学園や 

北朝鮮問題などから

会員増強についてが

主な話題でした。 
 

報告：太田勝彦 



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 2,000円 今年度累計 120,000円 
目標額 400,000円 達成率 30％ 

-会員スピーチ- 

      德田 正彦会員 

      田中 守 会員 

次回例会 ６月１日（木） 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和 

◆地区行事 

 ５月２７日（土） 2017-18年度ｸﾗﾌﾞ委員長対象 

 「クラブロータリー情報委員長会 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：00～16：00 

 ６月 ４日（日） 青少年交換学友会（ROTEX）主催 

 フェアウェルパーティ 

 京都駅中央改札口 11：00～ 

 ６月 ８日（金） 京都市内24ＲＣ連絡協議会 

 第3回合同幹事会（現・次年度合同） 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 18：00～ 

◆クラブ行事 

 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１５日（木） 休会 

 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 ・上山、王会員のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、吉田  修 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率94％ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 682,000円 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『５月１８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２１名（６名）７７．７８％ 

ご来客０名 

 

 

上原 従正 

・本日松尾会員が久し振りに出席予定

 でしたが残念ながら延期になりまし

 た。 

 

                     

      「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     

【ニコニコ箱】 小計 13,000円 今年度累計 1,197,000円   
目標額 1,300,000円 達成率92％ 

 

中川 俊夫 

・上山会員、王会員 今日はスピーチ

 よろしくお願いします。 

 

稲掛 英男 

・上山さん、王さんのスピーチ楽し

 みに。 

児嶋 雄二 ・上山、王さんのスピーチ楽しみに！ 

 

出射 靖生 

・本日は上山、王会員にスピーチして

 いただきます。 

末永  寛 ・安田さん ありがとうございます。 

 

森  正廣 

・箕面大滝、展望台までハイキングし

 て「風の杜」で宿泊宴会。 

 

吉田  修 

・本日、すこしだけ10分程早退します。

 王さん ごめん！！ 

鎌野 孝和 ・久しぶりです。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率86％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 475,000円 

 

万殿 慎二 

・上山会員、王会員のスピーチ楽しみ

 です。 

 

王   杲 

・ロータリー財団１００周年記念参加

 して大変勉強になりました。 

 

吉田  修 

・五月  京の山々が緑に囲まれま

 したね。 

安田  勝 ・今年も夏が来ました。 

中川 俊夫 ・今年は夏が早そうですね。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男 

山本 拓生 ・阪神タイガース絶好調です！ 

谷口 泰義 ・母を守ります、よろしいな。 

内山 正元 ・アジアの留学生の活躍を祈念して。 

 

出射 靖生 

・本日は黄砂もＰＭ2.5もない晴天で

 すね。 

 

会員誕生日お祝い  ５月おめでとうございます 

 ２５日 児嶋雄二会員  ２９日 鎌野孝和会員 

 ２９日 内山正元会員 
 

結婚記念日お祝い 

  ４日 内山正元会員   ８日 万殿慎二会員 

 １０日 藤井文治郎会員  ２８日 千田 適会員 
 

創業記念日お祝い 

 １０日 児嶋雄二会員  ㈱京写 

 １８日 王  杲会員 ㈱長城 

 ２３日 近藤永太郎会員 川西幼稚園 



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】 
「松下幸之助に学ぶ経営意識の高い部下を育てるコツ」 

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～ 

６月１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】 

「京都府名誉友好大使として」 

サントリースピリッツ㈱ 名誉チーフブレンダー 輿水 精一様 

「ミャンマーへの医療協力支援は京都から始まった 」 

「青少年教育に向けた日々の取り組み～地域密着球団を目指して～ 」 

「平安貴族社会の実像日記と儀式・政治」 

「第４回クラブフォーラム～青少年について～ 

「最近の金融経済情勢」 

  

「料理番組プロデュ―サーが明かす番組の裏側・制作秘話」 

「ウィスキーは日本の酒である」 

「国民総幸福度（GNH）の国 ブータンの現状と展望」 

「心に静けさを（イス座禅）」 

中野 昌彦会員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

日本ミャンマー医療人育成支援協会

理事長 岡田  茂様 

「クラブ・フォーラム」 

～クラブ・デー～「青少年部門 第１２回クラブフォーラム」 

「夜間例会」 

「ＲＹＬＡ報告」 

「理事退任挨拶」 

-新会員スピーチ-「私がNHKに入った訳」寺井 友秀様 

拓殖大学 教授 ペマ・ギャルポ様 

「１．機内での出来事  ２．父親が手術をしたある少女のその後」 

「新会員スピーチ」 浮田 徹会員、今須 太郎会員 

「鈴虫和尚のみんなが笑顔になる話」 

｢神社に結ぶひとびと‐中世の北野天満宮を中心に｣ 

青少年奉仕委員会 委員長 小倉 一明会員 

 

京都文化博物館 学芸員 西山 剛様 

佛教大学歴史学部准教授 佐古 愛巳様 

一般社団法人京都府サッカー協会4種 委員長 片岡 弥之様 

【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２６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２９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月３０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月３１日 

（水） 

㈲清水メディア戦略研究所  

代表取締役 清水 計宏様 

「ペストサポーターを目指して」 

「会員スピーチ」 

-音楽例会-『HIGASHIYAMAの春•音楽會』 

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 ◆ 

華厳寺 住職 桂 紹寿様 

 「最新のテクノロジートレンド～IoT＋クラウドAI時代の動向」 

日本女子ﾌﾟﾛ野球リーグ 京都ﾌﾛｰﾗ  

ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 萩原 麻子様 

ソプラノ 藤井 理紗様 ピアノ 本多 千紘様 

「ｸﾞﾗｲﾀﾞｰって？」山口 智啓様 

林  一樹会員 

16-17年度ＲＹＬＡ受講生 家具の濵野 勤務 濵野 大生様 

 

臨済宗妙心寺派蓮華寺 住職 花園禅塾 塾頭 羽賀 浩規様 

米山学友 羅 鑫さん 

㈱ダイズ 代表取締役 MBS魔法の 

ﾚｽﾄﾗﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 平井 直人様 

日本銀行京都支店支店長 京都RC会員 植木 修康様 

公益財団法人 松下社会科学振興財団  

専務理事 松下資料館 館長 遠藤 紀夫様 


