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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 
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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 



 

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「琵琶湖周航の歌」 

  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    

スピーチ     13：00 

  「就任の挨拶」 

      副会長、ＳＡＡ、各理事 
 

閉会点鐘  13：30 

第１２７１回例会    ２０１６年７月１４日（木） Vol.２７－２ 

１．７月９日（土）職業奉仕担当者研修会が開催され

 ました。髙橋職業奉仕委員長が出席されました。 

２．７月１０日（日）インターアクト夏季研修結団

 式並びに事前研修会が開催されました。洛西高校

 の山口先生、橋本さん、内田青少年奉仕副委員長

 が出席されました。 

３．本日、米山奨学生 京都祇園祭体験会にノムルン

 さんと児嶋会員が参加されます。 

４．７月１６日（土）ガバナー事務所分室において

 青少年交換プログラム受入学生カウンセラー研修

 会が開催されます。内山会員が出席されます。 

５．７月２１日（木）の例会は２３日（土）に変更

 し、創立２７周年記念例会を行います。多数の 

 ご参加お願いいたします。 

日 時  2016 年 7 月 7 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、林、稲掛、山本、田中、王、瀬田、 

  末永、髙橋、万殿、森の各会員 
 

議 事 

１．創立２７周年記念例会について 7/23（土） 

２．上半期会費納入状況について 

３．第１回ｸﾗﾌﾞ討論会について（ｸﾗﾌﾞ管理運営）7/28（木） 

４．第２回クラブ討論会について（青少年） 8/25（木） 

５．第１回炉辺会合について 

６．青少年交換留学生のお迎えについて  8/22（月） 

７．2017-18年度青少年交換学生について 

８．休会会員について（松尾会員、山田会員、一口会員） 

９．ロータリー希望の風奨学金について 

10．その他 

◇新入会員のご紹介 

去る７月７日（木）の例会において菱田匡樹さんが入

会されましたのでお知らせいたします。 
 

菱田 匡樹（ひしだ まさき）さん 

 １９９１年８月９日生 

 職業分類  不動産仲介業 

 勤務先   丸菱建設㈱ 取締役 

   八幡市八幡三本橋４４-１ 

  ℡ ９８２－１２２２ 

 推薦者   千田 適会員、林 良訓会員 
 

 「就任の挨拶」 

中川会長、林会長エレクト、山本幹事、田中会計 

-入会式- 

菱田匡樹君と 

中川会長 

2016-17年度 第１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８月中に開催いただき、会合終了後、事務局宛

報告をお願いします。 
＊テーマ「クラブ内の活性化」  

        
     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 藤井 林 菱田、出射、稲掛、一口  

2 森 児嶋 鎌野、近藤、万殿、松尾  

3 髙橋 末永 中川、太田、千田、瀬田 

4 上原 内田 田中、谷口、德田、内山  

５ 上山 山本 王、安田、吉田、山田、大森 

 今日の歌   「琵琶湖周航の歌」 

小口 太郎作詞 吉田 千秋作曲 

われは湖
うみ

の子  さすらいの 

旅にしあれば  しみじみと 

のぼる狭霧
さ ぎ り

や さざなみの 

志賀の都よ いざさらば 



◆地区内行事 

 ７月１６日（土）青少年交換プログラム受入学生 

  カウンセラー研修会  

  ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所分室 13：30～15：00                    
◆クラブ内行事 

 ７月２２日（金） 台湾三重中央RCｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ 

  味処「てらさき」 18：00～               

 ７月２３日（土）創立２７周年記念例会 

 京都ｾﾝﾁｭﾘｰH 18：00～ 

 ＊7/21の例会日時変更 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２０名（６名）７４．０７％ 

ご来客１３名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

- 創立２７周年記念例会－ 

  １７：３０受付 １８：００ 

 

万殿 慎二 

・中川会長、山本幹事 １年間よろしく 

 お願いいたします。 

 

吉田  修 

・稲掛先生 私のネクタイを見て下さい 

 お世話になりました。 

京都市域第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ガバナー補佐 

吉川 裕丈様 

・中川会長様を始めとする京都桂川

 ロータリークラブの皆様１年間

 よろしくお願い致します。 

 

中川 俊夫 

・吉川ガバナー補佐、賛西会の皆様 

 今日はありがとうございます。 

安田  勝 ・中川執行部の船出を祝して。 

BOXへ 鎌野 孝和、林  良訓 

藤井文治郎 ・菱田会員の入会を祝って。 

万殿 慎二 ・菱田さん 入会おめでとうございます。

德田 正彦 ・８０才になりました。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

 

 

吉田  修 

・先週例会終了後 松尾さん宅にお見舞

 いに行ってきました。ちゃんと歩いて

 出迎えていただいてびっくりしまし

 た。 

【ニコニコ箱】 小計 39,000円  今年度累計 39,000円   
目標額 1,300,000円 達成率3％ 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 0％ 

【 】   小計  0円 今年度累計      0円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率2％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 10,000円 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 2％ 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 15,000円 

【 】  小計 2,000円 今年度累計 2,000円 
目標額 400,000円 達成率 0％ 

次回例会 ７月２３日（土） 

田中  守 ・祝 中川会長、山本幹事 

 

末永  寛 

・中川会長、山本幹事 

 １年間よろしくお願いします。 

 

藤井文治郎 

・中川会長のスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

瀬田 保二 ・中川丸の船出を祝って。 

稲掛 英男 ・中川丸の出航を祝して。 

森  正廣 ・中川会長、山本幹事１年間よろしく 

谷口 泰義 ・中川丸の船出を祝して。 

 

上原 従正 

・世界の平和のため 

 中川丸の出航を祝して。 

 

德田 正彦 

・新年度の中川会長始め役員の皆様 

 よろしく。 

 

山本 拓生 

・一年間よろしくお願いします。 

 お手柔らかに。 

 

 

吉田  修 

・賛西会の関係クラブの皆様 

 表敬訪問においでいただきありがとう 

 ございます。 

藤井文治郎 ・来客の皆様有難うございます。 

吉田  修 ・菱田君 入会おめでとう！！ 

瀬田 保二 ・今年度もよろしく。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

髙橋 英明 ・１年間よろしくお願いします。 

札幌合同例会 

観光組 

・北海道ではたいへんお世話になりま

 した。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、山本 拓生 

田中  守 ・王さん 頑張って下さい。 

◆社会を明るくする運動啓発活動 

 7月1日に阪急桂駅にて

社会を明るくする運動啓

発活動が行われました。 

西京区長をはじめ多くの参加者と共に4000個のティシュ

を配布しました。 

参加者は中川会長 徳田会員 万殿でした。 

皆様、暑い中ご苦労様でした。 

社会奉仕委員長 万殿慎二 

 

中川 俊夫 ・一年間よろしくお願い致します。 



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 

「未定」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
公益財団法人関西盲導犬協会 理事 中西 耕二様 

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～ 

７月２１日 

（木） 

 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【京都東急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】 

【京都東急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】 

「第２回クラブ・アッセンブリー」 

野呂 輝夫様、福川 雅之様、権 五明様、友金 宏之様、藤田 祝子様 

「昔の話―私達の環境保全」 

～理事・役員就任挨拶～ 

「京都五山送り火について」 

「国際大会に参加して」 

-祝日休会- 

 -祝日休会- 

「就任挨拶」 

「就任挨拶②」 

～夏の家族親睦会～→２３日に変更 

会員 梶山  淳様 

 

社会奉仕委員長 中塚 浩様、国際奉仕委員長  

安澤英治様、ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 小野富造様 

理事、役員 

 

会員 三浦 竹泉様 

-祝日休会- 

「ＲＹＬＡに参加して」 

「創立２８周年記念例会」 

第３回クラブ協議会 公式訪問前 

「理事就任挨拶」 

「今年度の活動方針」 谷川 隆様、亀井邦彦様、武田隆久様、志村雅之様、山田拓広様 

各担当理事 

「退職、留学、そして起業」 

-祝日休会-  

「今なぜ、土方歳三-上司にしたい人物、土方歳三-」 

-クラブフォーラム- 

会員スピーチ 

ＲＹＬＡ受講生 ㈱パックスサワダ 森口 隆之様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

 

 

「ＲＹＬＡに参加して」 受講生  

矢澤  結様 

2016-2017年度理事・役員 

佛教大学歴史学部教授 京都中ＲＣ会員 八木 透様 

【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 

７月１５日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰ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 

７月１８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月１９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月２０日 

（水） 

「社会奉仕フォーラム（嵐山こども相撲大会）」 
幕末維新ミュージアム霊山歴史館  

副館長 木村幸比古様 

 

「五味会長と私のﾛｰﾀﾘｰ」京都紫竹ＲＣ会員 細見 正博様 

名倉 良一様、小中 達磨様、若山 俊一様 

第１回協議会「年間計画について」 

「就任挨拶」 

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 ◆ 


