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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１３１２例会    ２０１７年６月２２日（木） Vol.２７-４３ 

１．本日は第５回クラブ協議会です。各委員長は１～２ 

 分程度の報告をお願いします。 

２．６月１８日（日）青少年交換派遣学生結団式並び

 に壮行会が行われ、上原会員、山本会員、龍一郎君

 が参加いたしました。 

３．６月２４日（土）嵐山 良彌において、年度末会員

 懇親会兼新入会員歓迎会を開催します。 

 ご参加よろしくお願い致します。 

４．６月２５日（日）青少年交換プログラム受入学生

 カウンセラー研修会が行われ、髙橋会員が出席され

 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５回クラブ協議会 
     

閉会点鐘    13：30 

内田会員 

青少年交換派遣学生 山本咲良さんより５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。   

-会員スピーチ- 

 

春の家族会、「ギア」を見てきました  
 

  親睦委員会 委員長 内山正元 
 

良かった、すごく楽しかった、というのが 

観劇のあとの率直な感想。 

パントマイム、ブレイクダンス、マジックそし

てジャグリング有り、そこに笑いもまじえて

のエンターテイメント。五感が刺激され、

小劇場の舞台ならではのライブ感と一体

感があふれていました。 

 6月4日（日）会員ら16名が楽しんできました。 

 その後、歩いて四条河原町のミュンヘンへ移動し、おそい 

 ランチをいただき

 ました。ランチから

 会長も参加され、

 ビヤホールならで

 はの黒ビールで

 の祝杯をかさね、

 ビールにあった  

 お料理を堪能。 

 ビールとソーセー

ジなどで満腹になった午後3時半ころに、散会。。 

 ビヤホールでしたが、瀬田さんのお孫さん（小学生）は 

ニコニコと機嫌よく食事を楽しんでいました。 

 

会員誕生日お祝い 

 １０日 上山泰弘会員  ２５日 林 良訓会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 松尾義平会員 ㈱京都市花き総合流通ｾﾝﾀｰ 

  １日 太田勝彦会員 太田建工㈱ 

  １日 髙橋英明会員  ㈱髙橋ビル 

 ２３日 菱田匡樹会員 丸菱建設㈱ 
 

  ６月おめでとうございます 

 
★健康健康状態は： 5月末の旅行後に体調を崩しましたが
その他は大丈夫です。 
 

★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 5月20日から4日間、
curitibaというところに旅行に行きました。仲良くさせ
てもらっているロータリアンの奥さんが声をかけてくだ
さって、その方の家族と一緒に行かせてもらいました！ 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか  家の近くのジム
に行ける日はほぼ毎日行っています。 
 

★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。28日、29日に地区
にラストオリエンテーションがありました。1日目は自国紹介で
国ごとにテーブル上で発表しました。日本組は私ともう一人福
岡からの女の子との二人で、浴衣を着て、発表しました。結果、
ベストプレゼンテーションに選んでいただきました！地区のみ
んなで集まるのはこれが最後なので、すごく寂しい気持ちで
いっぱいです。ラストオリエンテーション後そのままロータリー

のイグアスの滝への旅行に行っ
てきました。アマゾンの旅行とは
違って15人の少人数グループで
の旅行で、全員と仲良くなれてす
ごく楽しかったです！イグアスの
滝はブラジルで一番行きたかっ
たところなので、見たときは本当に
感動しました。 

貰った賞状です。交換学生
が選んでくれました。 

文は人を動かす  
‘友よ！ 哭くな、、’ 

     吉田会員  



1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 67％ 

【 】     小計   0円 今年度累計 40,000円 

【 】   小計 3,000円 今年度累計 127,000円 
目標額 400,000円 達成率 32％ 

次年度第１回クラブ協議会 

（年間計画） 

次回例会 ６月２９日（木） 

BOXへ 吉田  修 

◆地区行事 

 ６月２５日（日） 青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 受入学生ｶｳﾝｾﾗｰ

 研修会 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：30～15：30 

◆クラブ行事 

 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 

 ７月 ３日（月） 社会を明るくする運動 阪急桂駅西口 

 １７：００～ 

 

千田  適 

・米山寄付目標達成しました。有難う 

 ございました。 

BOXへ 吉田  修、田中  守、鎌野 孝和 

稲掛 英男 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率101％ 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 729,000円 

・吉田さん、内田さんのスピーチ 

 楽しみに。 林  良訓、万殿 慎二、王   杲 

【ニコニコ箱】 小計 23,000円 今年度累計 1,290,000円   
目標額 1,300,000円 達成率99％ 

菱田 匡樹、上原 従正、稲掛 英男 

末永  寛、田中  守 

・吉田会員、内田会員のスピーチ 

 楽しみにしております。 

 

瀬田 保二 

・家族会では孫たちが大変お世話に

 成りました。    

児嶋 雄二 ・新入会員の中島様 歓迎！ 

林  良訓 ・中島さんようこそ。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率94％ 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 523,000円 

 

千田  適 

・財団寄付、目標まであと少し、皆様 

 協力お願いします。 

 

山本 拓生 

・内山先生、家族例会お世話になりま

 した。ギアとっても楽しかったです。 

谷口 泰義 ・会員スピーチ楽しみに。 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『６月８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％ 

５月２５日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．４３％ 

ご来客３名 

万殿 慎二 ・ようこそ中島さん、楽しんでください。 

 

吉田  修 

・いよいよ再来週の例会ともう１回で 

 今年度もオワリですね。 

 

森  正廣 

・廃線あとハイキング、生瀬から武田尾

 温泉へ。入浴後、大宴会 

井上 正佳 ・炉辺会よろしく！！ 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

王   杲 

・春の家族会楽しかった、内山さんお疲

 れさまでした。有難う御座いました。 

 

藤井文治郎 

・内山先生、先日はありがとうござい

 ました。楽しかったです。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、鎌野 孝和 

出射 靖生 ・財団委員会の西村泰明様をお迎え

 して。 

 

中川 俊夫 

・吉田会員、内田会員 今日は格調高い

 スピーチをよろしくお願い致します。 

 

出射 靖生 

・本日のスピーチは吉田会員と内田

 会員です。よろしく。 

安田  勝 ・中島さんの入会を歓迎して。 

井上 正佳 ・炉辺会よろしくお願いします。 

 

内山 正元 

・梅雨入りです。いやな季節ですが、あじ 

 さいなどを眺めてのり切りましょう。 

森  正廣 ・中島さんいらっしゃい。 

 

 

ブラジル側からアルゼンチン側か
ら滝を見て、すごい迫力でたくさん
のパワーをもらえました。行かせて
くれた両親に感謝です。 
 

★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。ブラジルでの生活も残り 
1か月少しとなりました。今月はいろいろといいところ
に連れて行ってもらい、体調を崩したりもしましたが、 
本当に楽しく、あっという間に過ぎた一か月でした。 
仲良くなった交換学生との別れはやはり辛いです。しか
し、いつかまた会える日を楽しみにしている自分もい
て、あまり悲観的な気持ちではありません。学校に行く
のは6月いっぱいまでなので、少しでも多く友達とたく
さんの時間を過ごしていきたいと思っています。 
最後までよろしくお願いいたします。 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ側からのｲｸﾞｱﾅの滝。
有名な悪魔の喉笛の前で撮り
ました。  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

吉田  修 ・本日、スピーチさせていただきます。 

 

中川 俊夫 

・春の家族会参加の皆様ご苦労様でし

 た。内山委員長ありがとう 謝々。 

 

德田 正彦 

・先日の家族会内山様お世話様でした 

 ビールおいしかったです。 

 

万殿 慎二 

・西村地区財団委員様  

 本日は宜しくお願いします。 



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】 
「休会」 

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～ 

６月２９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】 

＜ごくろうさん例会の為、例会変更＞ 

「退任挨拶」会長  上田 昇様 

「園長先生は108歳！」 

～理事・役員退任挨拶～ 

「退任挨拶」 

「生徒の成長を考える」 

「退任挨拶」 

 

「一年を振り返って Ⅱ」 

夜間例会の為、時間変更 ＊ビジター受付はありません。 

「退任挨拶②」 

「最終例会を迎えて（退任挨拶）」 

 

理事・役員 

写真家 榎並 悦子様 

-ヨレヨレ会- 

“ヤレヤレ会”開催の為、日時・場所臨時変更 

「退任挨拶」 

第５回クラブ協議会「退任挨拶」 

「最終夜間例会」 

「一年を顧みて」 

会長、副会長、幹事 

「退任挨拶」 

「退任挨拶Ⅱ」 会長・幹事 

「退任挨拶」 

「退任挨拶」 

京都成章高等学校 ラグビー部監督 湯浅 泰正様 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

理事・役員 

 

【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 

６月２３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 

６月２６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月２７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月２８日 

（水） 

 

「スーパーサーズデー」 

「神護寺創成期の歴史と文化財」 

-最終例会-「退任挨拶」 

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 ◆ 

会長 林  章治様、副会長 田丸善三様、幹事 佐々木 哲様 

「役員退任挨拶」 

16-17年度理事・役員 

会長 渡辺 剛士様、副会長 中村 弘吉様、幹事 清水 泰博様 

京都RC 会長  松浦  俊海様 

神護寺貫主 谷内 弘照様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

会長 梶野 興三様、幹事 依田 純三様 

＊ビジター受付はありません。 

会長 太田 晴章様、幹事 光本 大助様 

会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 


