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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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プログラム 

第１２７２回例会    ２０１６年７月２３日（土） Vol.２７－３ 

 

開会点鐘                                     18：00       

  国家斉唱「君が代」 「三民主義」 

 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」 

  ご来賓・ご来客紹介 

    会長挨拶  会長 中川 俊夫 

    ご来賓挨拶  京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 笹川明彦様 

    台湾三重中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長  蕭 良 政様 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

閉会点鐘      18：25 
 

祝賀会開会  18：30 

 「サンディ オールディーズ バンド」 司会 内山 正元 

 会長挨拶 会長 中川 俊夫 

 会長記念品交換 

 乾杯  会長ｴﾚｸﾄ 林  良訓 

 食事歓談 

  「サンディ オールディーズ バンド」  

 閉会挨拶  副会長 内田 勝彦 

 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 吉田  修 

祝賀会閉会 

 
 楽しく、ときめきあるクラブ運営に心がけ、会員を  

増やし、さらに活気あるクラブ創りを目指したいと考

えております。今年度も例年同様の多くの行事予定

があり、又、ブラジルへの留学生派遣、それに

ともなうブラジルからの留学生受け入れもあり

ます。 

これらの活動に対しまして、会長、幹事一年間

全力で頑張りますので、どうか会員の皆様方の

力強いご支援、ご協力をお願いいたします。 

まことに簡単ではございますが、２７周年の 

私の挨拶とさせていただきます。 

 

 
祝 詞 

 

台湾三重中央ロータリークラブ  

会 長    蕭 良 政      
 

 京都桂川ロータリークラブが、創立27周年をお迎えに 

なり、誠におめでとうございます。台湾三重中央ロータ

リークラブ会員一同、心よりお祝い申し上げます。 

 貴クラブは1989年、安田初代会長のもと、洛西桂を

代表するロータリークラブとして発足され、２７年間、名実

ともに地域社会に欠かせないクラブに発展されました

ことに、心より敬意を表します。 

 当クラブと貴クラブは1990年に友好クラブ、1998年に

姉妹クラブを締結し、現在に至る長い間、毎年7月と11

月の相互訪問、また沖縄、福岡と札幌の合同例会に

よって、友情の絆を深めてまいりました。この緊密かつ 

有意義な交流活動を、本年度の会長として大変感謝し、

両クラブの皆様に厚くお礼申し上げます。 

これからは、両クラブがお互いに協力しながら、友情が

末永く育っていくことを期待しています。貴クラブの皆様

とご家族の方々に台湾の情熱を受け入れていただけれ

ば幸いです。 

  めでたい例会に列席させていただき、感謝いたしま

す。貴クラブの今後のますますのご発展と、会員の皆様

とご家族のご健康とご多幸を、心よりお祈り申し上げ、 

お祝いの言葉と致します。 

◇２０１８-１９年度 ガバナー決定 
RI第2650地区2015-16年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会より 

 

 RI細則13.020.10に基づき２０１６年６月２８日付

地区公示を行いましたところ、公示期限の７月１２日

までに地区内いずれのクラブからも対抗候補者の

届出がありませんでした。 

 つきましては、地区ガバナー指名委員会が推薦した

候補者、あすかRC会員 中川基成（もとなり）氏に 

当地区2018-19年度ガバナーに決定したことを宣言し

ます。 

 
創立２７周年記念ご挨拶 

 

京都桂川ロータリークラブ  

会 長   中川 俊夫 

 

  本日、京都桂川ロータリークラブは創立２７周年を

迎えることができました。 

会長として感謝し、ご列席の皆様と共に心からお祝

いしたいと存じます。 

ご多忙の中、京都西南ロータリークラブ会長 笹川

明彦様、副幹事 玉城 博和様、台湾三重中央ロー

タリークラブ会長 蕭 良 政 (David)様、副会長 黄 

連福 (Lucky)様、会長エレクト吳忠和 (Carton)様、 

国際奉仕 林 久雄 (HISAO)様、京都府立洛西高

等学校校長 平井 恭子様、そして京都桂川ロータ

リークラブ会員及びご家族の皆様にご出席いただ

き、厚くお礼申し上げます。 

  さて、今年度ＲＩ会長ジョン・ジャーム氏はテーマ

を「人類に奉仕するロータリー」とされ、奉仕はロータ

リー設立当初からの目的であり、ロータリー運動の

本質であると語られています。 

  又、国際ロータリー第２６５０地区刀根荘兵衛ガバ

ナーは素晴らしい未来を創るためにテーマを「夢を

語り、現在（いま）を刷新」とされています。 

私は会長テーマを「ロータリーにときめきを」とさせて

いただきました。 

 



１．７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が開催され、内山会員が

 出席されました。 

２．７月２２日（金）「てらさき」において、台湾

 三重中央ＲＣウェルカムパーティーが行われまし

 た。台湾三重中央ＲＣより会長を始め４名、桂川

 ＲＣより会員、家族１８名が参加いたしました。 

３．７月２３日（土）米山奨学生集会及び懇親会が

 開催され、児嶋会員とノムルンさんが出席されま

 した。 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

◆ご来賓のご紹介 

 

京都西南ロータリークラブ 

  会長 笹川 明彦様 

  副幹事 玉城 博和様 
 

台湾三重中央ロータリークラブ 

   会 長  蕭 良 政（David）様 

   副会長  黄 連 福 (Lucky) 様 

   会長エレクト  吳 忠 和 (Carton)様 

   国際奉仕  林  久雄 (HISAO) 様  
 

京都府立洛西高等学校 

  校長  平井 恭子様 
  

◆ご来客のご紹介 

 

  藤井会員夫人   政子様 

   出射会員夫人  喜代子様 

   鎌野会員夫人  幸子様 

   中川会員夫人  美智子様 

   千田会員夫人  満紀子様 

   末永会員夫人  千津子様 

   田中会員夫人  喜美子様 

   内田会員夫人  由美子様 

   内山会員夫人  容子様 

   上原会員夫人  栄子様 

   上山会員夫人  美絵様 

   王会員夫人  程 静様 

   山本会員夫人  真由美様 

   安田会員夫人  多津枝様 

   吉田会員夫人  末子様 

 

   米山奨学生 トンガラグ ノムルンさん 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭのご案内 

『ロータリーの力』 

～The Power of Rotary～ 
 

日 時： ８月２０日（土） 

＜新会員セミナー＞ 

 １０：００～１２：４５ 

＜会長会議＞ 

 １１：３０～ 

＜IM＞ 

 呈茶席  １１：００～１３：００ 

 受 付  １２：３０  

 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ １３：３０ 

 開会  １３：３０ 

 懇親会  １７：３０～ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ： 京都西山ＲＣ 

＊多数の出席をお願いします。 

 

７月３日（日）京都商工 会議

所において、会員増強・維持

セミナーが開催され、  内田

会員が出席されました。 

 

瀬田ｸﾗﾌﾞ管理･運営委員長 内山親睦委員長 

末永奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 髙橋職業奉仕委員長 

万殿社会奉仕委員長 山本幹事 

児嶋国際奉仕委員長 森広報委員長 

千田Ｒ財団‣米山委員長 



◆地区内行事 

 ７月３１日（日） 国際奉仕セミナー 

  京都商工会議所   12：30受付 

  13：00～17：00 

 ７月３１日-８月5日 インターアクト夏季研修 

  カンボジア 
 ８月 ６日（土） 地区ロータリー財団セミナー 

 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：00～17：00 

 ８月 ６日（土） 米山奨学委員長会議 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 14：00～16：00 

 ８月 ７日（日） 第１回社会奉仕委員長会議 

 からすま京都ﾎﾃﾙ 13：30～15：30 

 ８月２１日（日） インターアクト夏季研修報告会 

 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 13：00～16：00 

 ８月２２日（土） 第３組 IM 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 13：30～ 

 会長会議 11：30～ 

 新会員ｾﾐﾅｰ 11：30～ 

 ８月２３日（火） 第１回市内２４RC連絡協議会 

 会長・幹事会             
◆クラブ内行事 

 ８月 ４日（木） ８月度定例理事役員会 

 ８月１１日（木） 祝日休会 

 ８月１８日（木） 第２回クラブ協議会 

 ガバナー公式訪問準備 

THE ROTARY CLUB OF KOTO-KATSURAGAWA 

クラブ・デー 

「２０16年規定審議会の決定事項について」 

第１回クラブ討論会（クラブ管理・運営） 

中川 俊夫 ・来週は創立２７周年記念例会です。 

 

中川 俊夫 

・京都西ＲＣ 佐藤会長、谷内幹事 

 今日はありがとうございます。 

 

児嶋 雄二 

・新会長、幹事、役員の皆さん 

 今年ガンバッテ下さい。 

BOXへ 田中  守、末永  寛、上山 泰弘 

BOXへ 吉田  修 

安田  勝 ・クラブ発展の為に。 

【ニコニコ箱】 小計 34,000円  今年度累計 73,000円   
目標額 1,300,000円 達成率6％ 

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5％ 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 25,000円 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 4％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 29,000円 

【 】  小計 6,000円 今年度累計 8,000円 
目標額 400,000円 達成率 2％ 

次回例会 ７月２８日（木） 

 

森  正廣 

・昨日、兄が亡くなりました。 

 ８３才。 

 

上原 従正 

・７月９日今期最大の真鯛をゲット 

 引きは最高でした。 

千田  適 ・中川会長 頑張れ！ 

 

出射 靖生 

・会長始め理事役員の皆様 

 １年間よろしく。 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん楽しかったです。 

 

王     杲 

・今年度ＳＡＡとして頑張っていきま

 す。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

稲掛 英男 

・ギオン祭りが近づくと夏が来たと感じ

 ます。 

 

内山 正元 

・宵々々山です。 

 花やいで楽しくなります。 

林  良訓 ・中川丸 ガンバレ。 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月１４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２５名（６名）９６．１５％ 

６月３０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 １００％ 

ご来客２名  

 

菱田 匡樹 

・本日、２回目の出席となります。 

 皆様、宜しくお願い致します。 

吉田  修 ・第２週目、すこし慣れてきましたか？ 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、上山 泰弘 

 

万殿 慎二 

・娘が一時帰国中、毎日楽しい時間を

 すごしています。 

出射 靖生 ・九州の土砂災害御見舞。 

 

谷口 泰義 

・菱田さんの入会で我がクラブも若く

 なりましたね。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、吉田  修 

上山 泰弘、万殿 慎二 

千田  適 ・山本幹事 頑張れ！ 

千田  適 ・今年もよろしく！ 

 

末永  寛 

・上原さん  

 先日はありがとうございました。 

吉田  修 ・暑くなりましたね。 

上原 従正 ・今年度もよろしく。 



 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

京都桂川ロータリークラブ・クラブソング 

 

流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 



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 

「第1回はぐるま例会＜会員懇親例会＞」 【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
＊ビジター受付はありません。 

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２８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】 

＜合同ガバナー公式訪問の為、例会変更＞ 

ライラ受講者 輪竹 俊介様 

「僕が学んだプロ根性] 

「継ぐという事」 

「公式訪問に際して」 

「ＲＬＩについて」 

「ロータリアンのしあわせ 」 

ＲＩ第２６５０地区ガバナー  刀根荘兵衛様 「ガバナー公式訪問所感」 

ライラ報告」 

「我が国の自前資源のひ

「本年度活動方針」 

会員 後藤 浩之様、宇野  進君 

パストガバナー 会員 津田佐兵衞様 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

関西フィル首席指揮者 藤岡 幸夫様 

「新役員挨拶 自己紹介・今年度抱負」 

 -クラブ・デー－「クラブ管理部門 第１回クラブフォーラム」 

「クラブデー」 

京都中ＲＣとの合同例会開催の為、例会変更 

「超高齢化社会を生きる」 

-新会員スピーチ- 「もう一つのオリンピック」 伊藤 敏彦様 「食と健康」 平井 誠一様 

国立大学法人 東京海洋大学 学術研究院 准教授  青山 

「私の履歴書」 

「iPS細胞の実用化を目指して」  
京都大学iPS細胞研究所 国際広報室  

基金グループ長 渡邉 文隆様 

「ガバナー公式訪問所感」 

「太陽の脅威とスーパーフレア」 

ＲＬＩ委員会 委員 京都洛南ＲＣ会員 桜澤 仁志様 

 

井澤  豊様、木下 泰一様 土井 正樹様、松田 直樹様 

京都大学理学研究科 附属天文台 教授・台長 柴田一成様 

 

例会時間延長 

「ＲＹＬＡに参加して」 受講生  

矢澤  結様 

㈱いづう 代表取締役 京都東RC会員 佐々木邦泰様 

ＲＩ2650地区ガバナー補佐 京都洛西RC会員 吉川 裕丈様 

【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２２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２５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月２６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月２７日 

（水） 

「子作りで学んだ〇〇の力」 

ＲＩ第２６５０地区ガバナー  刀根荘兵衛様 

倉ヶ市茂樹会員 

「スーパーサーズデー」 

衆議院議員   木村 弥生様 

第２回クラブ協議会「３クラブ合同ガバナー公式訪問にむけて」 

-納涼家族会- 

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 ◆ 


