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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 
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【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「四つのテスト」 

 今日の歌「われは海の子」 

  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 

  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 

閉会点鐘    13：30 

第１２７５回例会    ２０１６年８月１８日（木） Vol.２７-６ 

１．８月６日（土）地区ロータリー財団セミナーが

 開催され、千田Ｒ財団米山委員長が出席されまし

 た。 

２．８月６日（土）米山奨学委員長会議が開催され、

 末永Ｒ財団米山副委員長が出席されました。 

３．８月２０日（土）京都ホテルオークラにおいて、

 第３組 IMが開催されます。多数のご参加お願い致

 します。 

日 時  2016 年 8 月 4 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、 

  内山、末永、髙橋、万殿、児嶋、森の各会員 
 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．上半期会費納入状況について 

３．台湾三重中央ＲＣ訪日について  7/22～24 

４．ガバナー公式訪問について  9/ 6（木） 

５．第３回クラブ討論会について（会員増強） 

      9/15（木） 

６．2017-18年度青少年交換学生について 

７．事務局休局について 

８．秋の家族会について 

９．ロータリー希望の風奨学金について 

10．インターアクトクラブ前年度決算承認について 

11．その他 

 

 

 

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 

「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 

◇ 例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

 ８月２２日（月）京都中ＲＣ 

 ８月２３日（火）京都洛中ＲＣ 

 ８月２４日（水）京都ＲＣ、京都西北ＲＣ 

 ８月２５日（木）京都南ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ８月２５日（木）京都さくらＲＣ 

 ８月２６日（金）京都洛西ＲＣ 

 ８月２９日（月）京都紫野ＲＣ 

 ８月３１日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

  以上、ビジター受付はありません。 

嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０１６年９月４日（日） 小雨決行 

時 間：   午前１０時～１１時 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い  

＊多数のご参加をお願い致します。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

上原 従正 ・暑中お見舞い申し上げます。 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率12％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 87,000円 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、吉田  修 

田中  守、林  良訓、上山 泰弘 

千田  適 

◇出席率報告◇  

出席率報告『８月４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２４名（１０名）９２．３１％ 

７月２３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．１５％ 

ご来客２名 

 クラブ・デー 

 第２回クラブ討論会 

 「2016-17年度受入れ学生の紹介」              

    VINICIUS BUENO JULIANO 君  

次回例会 ８月２５日（木） 
出射 靖生 ・派遣学生の無事を願って。 

吉田  修 ・山本咲良さん ご健闘をお祈りします。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率15％ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 84,000円 

 

内山 正元 

・咲良さんのスピーチを楽しみ、期待 

 しています。 

BOXへ 上山 泰弘、稲掛 英男、鎌野 孝和 

千田  適、田中  守 

中川 俊夫 ・菱田君、先日はおめでとうございます。 

万殿 慎二 ・咲良さん ようこそ。 

 

髙橋 英明 

・咲良さんブラジルでたくさん友だちが 

 できるといいですね。 

児嶋 雄二 ・咲良さん、元気で楽しんで来て下さい。 

 

 

出射 靖生 

・山本咲良さん ようこそ 

 ブラジルではジカ熱とブタインフルエ

 ンザに気をつけて下さい。 

林  良訓 ・山本さんのスピーチ楽しみに。 

【ニコニコ箱】 小計 39,000円  今年度累計 183,000円   
目標額 1,300,000円 達成率14％ 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞRC 

川瀬 健一様 

・本日はよろしくお願いいたします。 

 

中川 俊夫 

・山本さん、留学 体に気をつけて楽し

 んできてください。 

BOXへ 田中  守、上山 泰弘 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

森  正廣 ・山本咲良さんガンバレ。 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 10％ 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  6,000円 

【 】  小計 3,000円 今年度累計 35,000円 
目標額 400,000円 達成率 9％ 

BOXへ 鎌野 孝和 

◆地区内行事 

 ８月２０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 10：00～12：45 

 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 13：00～16：30 

 ８月２３日（火） 第１回市内２４RC連絡協議会 

 会長・幹事会  

 ９月１１日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI）  

 第2650地区RLIﾊﾟｰﾄⅡ研修会 

 京都文教学園 9：45～16：20        
◆クラブ内行事 

 ９月 ４日（日） 嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動」 

 嵐山中ﾉ島公園 時計柱前公園 

 10：00～11：00 

 ９月 ６日（火） ガバナー公式訪問 

 京都西南ＲＣと合同例会 

 今日の歌   「われは海の子」 
文部省唱歌 

我は海の子 白波の 

さわぐいそべの松原に 

煙
けむり

たなびくとまやこそ 

我がなつかしき住家なれ 

吉田  修 ・フレー フレー ヤマモトサクラ！！ 

 

鎌野 孝和 

・山本咲良さんの青少年交換事業の成功

 を念じて。 

稲掛 英男 ・山本咲良さんのスピーチ楽しみに。 

 

安田  勝 

・山本咲良さん  

 はじめてお目にかかります。 

 

 

山本 拓生 

・中２の次男がラグビーの関西大会で 

 京都選抜として出場し、見事優勝しま

 した。 

 

谷口 泰義 

・今日は「はしの日」、ごちそうを 

 食べましょう。 

菱田 匡樹 ・本日も、皆様宜しくお願いします。 

 

森  正廣 

・八ヶ岳赤岳～硫黄岳縦走 

 晴天に恵まれ、ご来光まぶし。 

千田  適 ・暑いですね！お体大切に。 

 

王   杲 

・暑いですね！ 

 熱中症に気をつけましょう。 

末永  寛 ・暑い。 

山本 拓生 ・本日は娘をよろしくお願いします。 



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 

「納涼例会」 
【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～ 

８月２５日 

（木） 

海上自衛隊第4術科学校長 海将補 大力 政富様 

【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】 

「インドネシア移動例会報告」 

堺フェニックスRC元会長  中井 昭宏様 

「おこしやす、京都水族館 」 

～聖母学院中学・高等学校インターアクトクラブ活動報告～ 

チャンバラ時代劇「銀幕のスターさんとこれからの時代劇」 

第１回フォーラム「会員増強について」 

「京都中央卸売市場第一市場について」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 「夏の親睦例会」開催の為、例会日時場所変更 

「革新性と柔軟性のあるパイロットクラブの今」 

京都南ＲＣ・京都南RAC合同夜間例会の為、例会変更 

「江戸判じ絵と絵心経」 

会員 西村 幸三様 

京都市中央卸売市場 

第一市場場長 山本 達夫様 

担当 創立50周年記念事業実行委員会委員長 中村 翠嵐様 

 

 

京都水族館 館長 下村  実様 

「我社の仕事と取り巻く環境」 

「京都洛西ＲＣとの合同例会」→26日に変更 

クラブデー 

「海上自衛隊の現状」 

「日替わりママのドタバタ奮戦記」 

「夜間例会（例会時間変更）」 ＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 

「私の趣味～クラシック音楽・宝塚・ＩＴ・読書」 

「わが人生80年の歩み」 ㈱法蔵館 会長 京都南R.C.会員 西村 七兵衛様 

納涼同伴親睦会のため、クラブ定款 第６条（b）項により時間・場所を変更。 

～音楽例会～ 

会員増強委員会 委員長 吉村 徹会員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

ガバナー補佐 京都八幡RC会員 福井 純史様 

オルガニスト 佐川  淳様 

㈱大栄製作所 代表取締役社長 吉岡 恵会員 

 

１８:００に変更 

 

㈱髙津商会 代表取締役社長  

京都西ＲＣ会員 髙津 博行様 

【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１９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２２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

８月２３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

８月２４日 

（水） 

「IM報告」 
＊ビジター受付は平常 

通り行われます。 

 

「夜間例会（スーパーサーズデー）」 

高島易断京都鑑定所 所属 運勢鑑定士 高島 直妙様 

第３回クラブ協議会「合同公式訪問を終えて」 

クラブ・フォーラム 

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 ◆ 


