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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 



 

プログラム 

開会点鐘                                     12：30        

  国家「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

  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 

 「2016-17年度派遣学生歓送会」 

 2016-17年度派遣学生     

    山本 咲良さん 

閉会点鐘  13：30 

第１２７４回例会    ２０１６年８月４日（木） Vol.２７-５ 

１．本日例会終了後、８月度定例理事役員会を行い

 ます。 

２．７月３１日（日）国際奉仕セミナーが開催され、

 児嶋国際奉仕委員長が出席されました。 

３．８月６日（土）立命館大学朱雀キャンパスに

 おいて地区ロータリー財団セミナーが開催され 

 ます。千田Ｒ財団米山委員長が出席されます。 

４．８月６日（土）メルパルク京都において米山奨学

 委員長会議が開催されます。末永Ｒ財団米山副委

 員長が出席されます。 

５．８月１１日（祝）は祝日休会です。 

クラブ・デー 

安田  勝 ・暑中お見舞 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率10％ 

【 】 小計 29,000円 今年度累計 73,000円 

BOXへ 吉田  修、児嶋 雄二、鎌野 孝和 

稲掛 英男、田中  守、万殿 慎二 

◇ 例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

 ８月１０日（水）京都ＲＣ 

 ８月１５日（月）京都西ＲＣ 

 ８月２２日（月）京都中ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ８月 ５日（金）京都紫竹ＲＣ 

 ８月 ８日（月）京都紫野ＲＣ 

  以上、ビジター受付はありません。 

谷口 泰義 ・暑さに負けない様に。 

 

藤井文治郎 

・暑いですね。年と共に足のはこびが 

 おそくなってきました。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率13％ 

【 】 小計 32,000円 今年度累計 71,000円 

万殿 慎二 ・記念例会たいへん楽しみました。 

BOXへ 児嶋 雄二、田中 守、稲掛 英男 

鎌野 孝和 

出射 靖生 ・山ゆり園の事件は許せませんね。 

中川 俊夫 ・熱中症に気をつけましょう。 

 

 

吉田  修 

・３１日（土）大阪で産経民謡大賞が 

 行なわれます。夫婦で出場します。 

 唄は、山形馬喰節です。 

 

内山 正元 

・リオ オリンピック、もり上がりに 

 欠けますね。 

太田 勝彦 ・がんばります！ 

出射 靖生 ・暑い日が続きますね、体調にご注意を 

林  良訓 ・夏ですね！！早退おわび。 

吉田  修 ・規定審議会の勉強会 楽しみです。 

田中  守 ・佐藤先生ようこそいらっしゃいませ。 

中川 俊夫 ・皆さん創立記念例会ご苦労様でした。 

【ニコニコ箱】 小計 14,000円  今年度累計 144,000円   
目標額 1,300,000円 達成率11％ 

 

菱田 匡樹 

・皆様、先日の記念例会 

 おつかれ様でした。 

 

森  正廣 

・今年の祇園祭は後祭りの方が人が少

 なく、しっぽりして面白い。 

BOXへ 稲掛 英男 

BOXへ 吉田  修、児嶋 雄二 

上原 従正 ・インターアクトクラブの活動に寄せて。 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 8％ 

【 】   小計 5,000円 今年度累計  5,000円 

【 】  小計 18,000円 今年度累計 32,000円 
目標額 400,000円 達成率 8％ 

BOXへ 児嶋 雄二 

第１回クラブ討論会 

（クラブ管理・運営） 

瀬田ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 

「２０16年規定審議会の 

  決定事項について」 

        千田会員 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

創立２７周年記念例会 
 

 

◇出席率報告◇  

出席率報告『７月２８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％ 

７月１４日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．１５％ 

ご来客３名 

◆地区内行事 

 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 13：30～16：30 

 ◆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 

  第２回クラブ協議会 

  「ガバナー公式訪問準備」 

RI第２６５０地区ガバナー補佐  

               吉川 裕丈 様 

次回例会 ８月１８日（木） 

 台湾三重中央ロータリークラブ来日 

 

国際奉仕委員長 児嶋 雄二 

 

７月２２日 会長 蕭氏、副会長 黄氏、会長エレクト 吳氏、

国際奉仕 林氏の４名の方がお祝いにかけつけてくれまし

た。桂川より、林、万殿、中川夫人、山本夫人の４名が関空

まで迎えに行き、その日の夕方より、ウェルカムパーティーを

味処「てらさき」でハモしゃぶを中心に２２名で行いました。 
 

７月２３日 朝からマリーナ雄琴でモーターボートとバーベ

キューを楽しみ非常に喜んでおられました。 夕方５時３０分

より桂川RC創立２７周年記念例会に参加いただきました。 
 

７月２４日 ホテルを１０時出発で二条城を見学、非常に  

興味をもたれ。カメラが止まりません。昼からは稲荷神社  

ここでもびっくりされ見学よりカメラに一番時間をとったので

は・・・ そして、関西空港にお送りしました。 

 

 

親睦委員会委員長 内山 正元 

 

７月２３日、午後6時から開催されました。 

来賓は、京都西南ロータリークラブ、笹川会長と玉城副幹事、

台湾三重中央ロータリークラブから、David会長、Lucky副会

長、Carton会長エレクト及びHisao国際奉仕委員長、そして洛

西高校平井校長先生でした。 

来客として、１５名の会員夫人と米山奨学生ノムルンさんを 

お迎えしました。 

３クラブの会長挨拶があり、例会は粛々と進行。 

午後６時３０分から、いよいよ祝賀会が始まりました。 

オープニングはサンディオールディーズバンドの演奏です。

音量の大きさに驚かされながらも、６０年代のポップスに耳が

なじんできます。例えば、ビーマイベイビーとかバケイションと

いった曲でした。 

中川会長の挨拶は、大変力づよい内容で、かつて京都桂川

ロータリークラブは５０名の会員を擁していましたが、その頃に

戻るくらいの会員増強に取り組み、活気あるクラブにしたいと

いうことでした。一同、会長を盛り上げていこうという気持ちに

なりました。 

食事歓談中に、バンドの再登場です。リズミカルな演奏に  

会場が盛り上がり、F会員が、某クラブS会長が、D会長そして

会員夫人がダンスを始めたではありませんか。アンコールの

手拍子に、バンドのメンバーも大ハッスルでした。 

内田副会長が、バシッと閉会挨拶をし（カラオケのリクエストに

こたえることなく）、手に手つないでを合唱しながら閉会となり

ました。 

会場準備のために早くから集合された親睦委員の皆様、  

大変ご苦労さまでした。 



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 

-祝日休会- 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
 

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～ 

８月１１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】 

「文化庁京都移転に関して 

（国家戦略としての京都創生とは）」 

会員 壁瀬 宥雅様 

「盂蘭盆のこころ～佛教と先祖教」 

～ガバナー公式訪問前クラブアッセンブリー～ 

「RLIについて」 

「これからのまちづくりについて」 

「南海トラフ巨大地震に備えよ-「想定外」を生き延びる-」 

副会長 大塚 棟弘様、会長エレクト 猪奥 隆志様 「イニシエーションスピーチ」 

クラブ・デー 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

 

京都大学大学院人間・環境学 

研究科教授 鎌田 浩毅様 

会員  磯田 好計様、鈴木 敏治様、安倍 秀風様 

 

京都市総合企画局文化庁移転推進室 

文化庁移転推進課長 足利 一平様 

会員  梶田 真章様 

「新役員挨拶 自己紹介・今年度抱負」 

-クラブ・デー-「第３回クラブアッセンブリー」 

「未定」 

-祝日休会- 

「ＲＬＩについて」 

-休会- ＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

-祝日休会- 

京都北R.C.・京都紫竹R.C.・京都紫野R.C.合同 

ガバナー公式訪問開催の為、例会日8/4（木）に変更 ＊ビジター受付はありません。 

「祇園祭と曵き手ボランティア」 

-祝日休会- 

向日市長 安田  守様 

 

 

 

麻植久美子会員、脇 巖会員、山本会員 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

RI第2650地区 RLI委員会 委員長 田中 文夫様 

【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 

８月５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 

８月８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

８月９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

８月１０日 

（水） 

会員増強フォーラム 
㈱アレックス 代表取締役  

祇園祭曳き手ボランティア2004-14会長 和田 淳司様 

 

 -祝日休会- 

地区ＲＬＩ研修ディスカッションリーダー、京都モーニングＲＣ会員 北尾 隆明様 

「家族納涼例会」のため、例会日時・場所変更 

「追悼例会に因んで」 

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 ◆ 


