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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” 』 
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ガバナー 刀根荘兵衛氏 

 2016～2017RIﾃｰﾏ 
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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    

スピーチ     13：00 

  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  

閉会点鐘    13：30 

第１２７６回例会    ２０１６年８月２５日（木） Vol.２７-７ 

１．８月２０日（土）第３組 IMが開催され、当クラ

 ブより５名参加しました。 

２．８月２０日（土）青少年交換派遣学生 山本咲良

 さん がブラジルにむけて出発されました。 

 ８月２２日（月）受入学生のビニシウス君が関空

 に到着され、中川会長およびホストファミリーの

 山本夫妻がお出迎えに行かれました。 

３．８月２３日（火）第１回市内２４RC連絡協議会 

 会長・幹事会が行われ、中川会長、山本幹事が出席

 いたしました。 

４．８月２７日（土）新京都センタービルにおいて、

 受入学生・ホストファミリー・受入高校研修会が

 行われ、受入学生のビニシウス君、ホストファミ

 リーの山本会員とご夫人、児嶋会員お嬢様の池田

 さん、受入高校の西京高等学校 加島先生が参加さ

 れます。 

2016-17年度 第１回炉辺会合の報告 
 

第1回炉辺会合(第4班)の報告 

日時：2016年8月14日(日曜日) 午後6時～ 

場所：「下鴨茶寮」 

メンバー：田中 守、谷口泰義、徳田正彦、内山正元、 

  上原従正 各会員 

 

内容： お盆の最中ではありましたが、メンバーのご都合

 が良く開催しました。 

    旬の料理と美酒に舌鼓を打ち、リオオリンピック

 での日本選手の活躍や最近の社会の話題に話が盛

 り上がりました。テーマは「クラブ内の活性化」

 でありましたが、出席者全員がチャーターメン

 バーの古参会員であったため、活性化は若い会員

 による若い新入会員の増強が起爆剤になるとの意

 見で集約された。                            

      リーダー 上原従正 

会員誕生日お祝い   

  ９日 菱田匡樹会員 １４日 末永 寛会員   

 １７日  田中 守会員 １７日 上原従正会員 

 ２６日 中川俊夫会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 万殿慎二会員夫人 美栄子様 

   ２１日 安田 勝会員夫人 多津枝様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 内田勝彦会員 総合ﾚﾝﾀﾙ㈱ﾚﾝﾄｵｰﾙ京都 
 

８月おめでとうございます 

第２回クラブ協議会 
 「ガバナー公式訪問準備」 

RI第２６５０地区 

京都市域第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ガバナー補佐  

                

 吉川 裕丈 様 

◇ 例会臨時変更のお知らせ 

 ８月２６日（金）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。 

 
◇ ガバナー公式訪問  ９月６日（火） 

刀根荘兵衛  ガバナー 

吉川 裕丈 ガバナー補佐 

山本  等 地区幹事長 

辻  正則 大会・集会担当幹事 

 

会長・幹事・役員懇談会 １１：００～１２：００ 

（京都桂川RC）  「光華の間」 
 

例 会  １２：３０～１３：３０ 

  「瑞鳳の間」 
 

会長・幹事・役員懇談会 １３：４５～１４：４５ 

（京都西南RC）  
 

＊当日は、ネクタイ着用でお願いします。 

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  



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率14％ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 100,000円 

◇出席率報告◇  

出席率報告『８月１８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２４名（６名）９２．３１％ 

８月４日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３１％ 

ご来客１名 

 「運命を切り拓く企業家精神」              

    全国企業家集団 日本ｸﾗﾌﾞ会長 

 篠田 喜作様 

次回例会 ９月１日（木） 
 

万殿 慎二 

・吉川ガバナー補佐  

 よろしくお願いします。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率18％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 98,000円 

 

田中  守 

・吉川ガバナー補佐 

 本日はお世話になります。 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和 

 

安田  勝 

・上山さん、王さん 

 炉辺お世話になりました。 

王   杲 ・吉川ガバナー補佐を歓迎して 

 

中川 俊夫 

・吉川ガバナー補佐 

 今日はご苦労様です。 

 よろしくお願いします。 

藤井文治郎 ・吉川裕丈様をお迎えして 

児嶋 雄二 ・古川氏をお迎へして。 

【ニコニコ箱】 小計 27,000円  今年度累計 210,000円   
目標額 1,300,000円 達成率16％ 

RI第2650地区 

京都市域第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ガバナー補佐 

吉川 裕丈様 

・本日、クラブ協議会よろしく 

 お願いします。 

BOXへ 鎌野 孝和、 

 

 

吉田  修 

・リオ、オリンピックから「○○さんを

 手ぶらで帰らせる訳にはいかない」

 この言葉が常套句になりましたね。 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 15％ 

【 】   小計 3,000円 今年度累計  9,000円 

【 】  小計 1,000円 今年度累計 36,000円 
目標額 400,000円 達成率 9％ 

◆地区内行事 

 ８月２７日（土） 受入学生・ホストファミリー・受入高校研修会 

 13：00～16：00 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5階  

 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  

 ９月１１日（日）第２回受入学生研修会・ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 10：30受付        
◆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 

 会長・幹事・役員懇談会 

吉田  修 ・吉川Ｇ補佐をお迎えして。 

林  良訓 ・吉川ガバナー補佐をお迎えして。 

 

瀬田 保二 

・吉川裕丈ガバナー補佐をお迎えして 

 実り多い内容をアドバイス下さい。 

 

稲掛 英男 

・ガバナー補佐 吉川裕丈様をおむかえ 

 して。 

 

 

田中  守 

・上原先生 お世話になりました。 

 大変楽しい家庭集会ありがとうござい

 ました。 

 

末永  寛 

・娘達がフランスへ帰って１月半ぶりに

 静かになりました。 

 

王   杲 

・第五班の炉辺会の皆様 大変お世話に 

 なりました。有難う御座いました。 

 

 

森  正廣 

・夏の尾瀬と老神温泉を楽しんで来ま

 した。花は少なく、鬼ゆりとトリカブ

 トが目を引きました。 

 

菱田 匡樹 

・ガバナー公式訪問にむけ頑張っていき

 ましょう。 

 

千田  適 

・本日、途中退席しなければなりません。 

 申し訳ありません。 

炉辺会合第４班 ・先日の炉辺会合の会費の一部です。 

稲掛 英男 ・暑いですネ。 

上原 従正 ・残暑お見舞。 

中川 俊夫 ・ＲＩＯ ガンバレ ＪＡＰＡＮ 

 

吉田  修 

・リオ、オリンピックでの日本選手の活躍

 素晴らしいですね。 

森  正廣 ・吉川ガバナー補佐をお迎えして。 

 

内山 正元 

・雨の五山の送り火、 

 こんな年もあるのですね。 

 

吉田  修 

・五山の送り火は、雨の中一番西の

 鳥居型を見ました。 

谷口 泰義 ・炉辺会合下鴨茶寮美味しかった。 

林  良訓 ・毎日あついですね。 

BOXへ 千田  適、稲掛 英男、田中  守 

鎌野 孝和 

安田  勝 ・吉川ガバナー補佐をお迎えして。 



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 

「ガバナー公式訪問所感」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
 R.I.第2650地区ガバナー 刀根 荘兵衛様 

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～ 

９月１日 

（木） 

石田  貢様 

【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】 

＜納涼家族例会の為、例会変更＞ 

紫野RC前年度幹事   岩谷 泰輔様 

「未定」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「京都西北RCとの合同例会の為、夜間に例会時間変更」 

「第２回クラブアッセンブリー」 

「日々の体手当て。必要です」 

公財）日本漢字能力検定協会 専務理事  

漢字博物館・図書館副館長 可児 達志様 
「「漢検協会」・「漢字博物館」の事業紹介」 

「岩倉実相院のこと」 

新会員スピーチ 

「ガバナー合同公式訪問所感」 

会員 川名 卓夫様 

会員 渡辺 全夫様 

近畿財務局京都財務事務所 所長 中尾 直樹様 

一級建築士 綾  宏文様 

＊ビジター受付はありません。 

会員 室  公博様 

「私の留学生活～8年間の笑顔と感謝～」 

－クラブ・デー－「ドゥネイト部門 第２回クラブフォーラム」 

「裁判所の建築事件について」 

-新会員スピーチ－「山師の玄関」 

「未定」 

「 ODA／JICAの『超』概要 」 国際協力機構  関西国際センター 所長 大西  靖典様 

中村 仁会員、荒堀 勝会員、島本 猛男会員、井上 雅文会員 

「私の履歴書」 

納涼家族例会の為例会日時場所変更 ＊ビジター受付はありません。 

「命を大切に戦った父」 

「未定」 

 

 

RI第2650地区ガバナー 刀根 荘兵衛様 

㈱ワックジャパン 代表取締役 小川 美和さん 

今年度米山奨学生 孫  群姍様 

R.I第2650地区会員増強・拡大委員会 

石松 陽一様 、吉田太三様 

東山区長 鷲頭 雅浩様 

 R.I.第2650地区ガバナー 刀根 荘兵衛様 

＊ビジター受付はありません。 

【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２６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２９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

８月３０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

８月３１日 

（水） 

「第２回クラブアッセンブリー(ガバナー公式訪問準備）」 
ＲＩ第２６５０地区京都市域第２グループ 

ガバナー補佐 吉川 裕丈様 

「東山区について」 

京都市伏見区長 久保  宏様 

「会員増強・拡大月間にちなんで 増強実践シュミレーション」 

「地域経済の現状と見通し」 

    （関西の景気はどうなるの？） 

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 ◆ 

梅宮大社 宮司 橋本 以裕様 


