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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 
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プログラム 

開会点鐘                                     12：30        

  国歌「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

  友愛の握手 

   会長挨拶 

    ご来客のご紹介 

    食事歓談 

 幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

  寄付報告 

スピーチ     13：00 

  「ガバナー公式訪問所感」 

 R.I.第2650地区ガバナー  

    刀根 荘兵衛様 

閉会点鐘    13：30 

第１２７８回例会    ２０１６年９月６日（火） Vol.２７-９ 

１．本日はガバナー公式訪問です。 

２．９月４日（日）嵐峡の清流を守る会「河川清掃活

 動」が行われました。当クラブより中川会長夫妻、

 德田会員、上原会員、万殿会員が参加しました。 

３．９月６日（火）京都ホテルオークラにおいて 

 京都市内２４ＲＣ連絡協議会 合同幹事会が行われ

 ます。山本幹事、髙橋副幹事、太田副幹事が出席

 します。 

４．９月１１日（日）地域別 職業奉仕担当者会議が

 開催され、髙橋職業奉仕委員長が出席されます。 

５．９月１１日（日）地区ＲＬＩパートⅡ研修会が

 開催され、林会長エレクトが参加されます。 

６．９月１１日（日）第２回受入学生研修会・ウェ

 ルカムパーティーが開催され、ビニシウス君と山本

 会員夫妻が参加されます。 

  「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 

◇ 例会臨時変更のお知らせ 

 ９月１３日（火）京都洛南ＲＣ 

 ９月１４日（水）京都北東ＲＣ 

   以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

  

吉川 裕丈 ガバナー補佐 

山本  等 幹事長 

辻  正則 大会・集会担当幹事 

刀根荘兵衛ガバナー公式訪問 

（京都西南RCと合同例会）  
  

刀根
とね

荘兵衛
しょうべえ

 ガバナーをお迎えして 

 
生年月日 1954年1月21日生 

職 業 株式会社 塩荘  

 代表取締役社長 

職業分類 駅弁販売  

 

ロータリー歴 

【クラブ関係】 
 1982年3月3日 敦賀ロータリークラブ入会 

 2001-02年 理事 会長 

 

【地区関係】 

 2002-04年度    地区規定審議員会委員 

 2004-05年度    地区幹事長 

 2006-07年度    地区手続規則委員長・地区大会決議 

委員長 

 2007-10年度    ガバナー補佐 

 2009-12年度    地区マニュアル編集委員会委員 

 2011年       日本ロータリーEｸﾗﾌﾞ2650  

  ガバナー特別代表 

 2011年－      RLI日本支部カリキュラム委員 

 2014-15年度    地区研修委員会副委員長 

 

【その他】 

 ロータリー財団 メジャードナー、ベネファクター 

 米山功労者   メジャードナー 
 

職 歴  

 1979年  株式会社 塩荘専務取締役就任 

 1997年  同社代表取締役社長就任  現在に至る  

 1987年  株式会社 八木熊取締役就任 現在に至る 

 1996年  敦賀信用金庫監事就任 2010年より理事 

    現在に至る 

2016-17年度 第１回炉辺会合（第５班）の報告 
 

8月16日18時半より桃園亭にて安田会員、安田会員夫人、

山本会員、王会員、上山夫妻の6人にて「クラブ内の活性

化」のテーマのもとに会合を行いました。女性会員の入会

はどうか等、活発な意見の交換を行いながら20時からの 

五山送り火の鑑賞を 

行う予定でしたが19時

からの大雨により送り

火を見ることができず

残念な思いを残し20時

半に解散ということに

なりました。皆様の貴

重な意見は山本幹事に

クラブに持ち帰っても

らいます。 

                 

リーダー 上山 泰弘 

 

 



  

会員名 職業分類 勤務先    役職 

大森 英彦   名誉会員 大森会計事務所 所長 

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 

林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 

菱田 匡樹 不動産仲介業 丸菱建設㈱ 取締役 

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

一口 茂樹 化粧品小売 みきや化粧品店 代表 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長 

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

松尾 義平 生花市場 ㈱京都市花き総合流通センター 代表取締役 

森    正廣 証券業 六和証券㈱ 取締役副社長 

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役 

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

安田  勝 内科医 安田医院 院長 

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

 

京都桂川ロータリークラブ 会員名簿 

（敬称略） 

会員３１名（名誉会員１名含む） 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率19％ 

【 】 小計 22,000円 今年度累計 138,000円 

 クラブ・デー 

 第３回クラブ討論会（会員増強） 

次回例会 ９月１５日（木） 

BOXへ 藤井文治郎、稲掛 英男、鎌野 孝和 

田中  守 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 17％ 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 10,000円 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 39,000円 
目標額 400,000円 達成率 10％ 

◆地区内行事 

 ９月１１日（日） 地域別 職業奉仕担当者会議 

 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都 10：00～12：00 

 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 

１１月 ７日（月） 台湾三重中央扶輪社創立28周年 

 記念例会 

中川 俊夫 ・篠田様のスピーチを楽しみに。 

 

谷口 泰義 

・篠田様のスピーチで勉強させて 

 頂きます。 

 

出射 靖生 

・篠田喜作様スピーチよろしく御願い

 致します。 

【ニコニコ箱】 小計 38,000円  今年度累計 271,000円   
目標額 1,300,000円 達成率21％ 

BOXへ 鎌野 孝和、髙橋 英明、児嶋 雄二 

吉田  修 ・篠田喜作様をお迎えして。 

藤井文治郎 ・篠田喜作様スピーチ有難うございます。 

稲掛 英男 ・篠田喜作様のスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・篠田さんのスピーチ楽しみです。 

田中  守 ・篠田様のスピーチ楽しみです。 

菱田 匡樹 ・篠田様をお迎えして。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率21％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 117,000円 

中川 俊夫 ・台風災害お見舞い申し上げます。 

万殿 慎二 ・炉辺会合楽しかったです。 

 

吉田  修 

・東北、北海道の被害はひどいもの

 ですね。 

 

万殿 慎二 

・今日、娘がＮＺから一時帰国します。 

 楽しみです。 

 

 

 

山本 拓生 

・ビニーは月曜日から１人で学校に

 通っています。 

 バスと電車と徒歩で！昨日はバス停

 から道に迷ったそうです。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、德田 正彦 

鎌野 孝和、藤井文治郎、吉田  修 

林  良訓 ・藤井さん先日はお世話になりました。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

◇出席率報告◇  

出席率報告『９月１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２２名（６名）８４．６２％ 

８月１８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３１％ 

ご来客４名 

2016-17年度 第１回炉辺会合（第１班）の報告 
 

日 時 2016年８月２５日（木）午後６：３０～ 

場 所  「木のぶ」 

メンバー 林 良訓、菱田匡樹、出射靖生、稲掛英男、 

 藤井文治郎 

 一雨夕立が来そうで心配でしたが、全員出席のもと 

開催いたしました。さすが「木のぶ」の料理で、酒や

ビールいつもながら世間話し、社会情勢の話題や各会員

の個人情報など話しが盛り上がりました。「クラブ内の

活性化」については、今の会員数では新規事業は無理だし、

まずは会員増強が第一だ。例会にお招きしてあの雰囲気

ではだめだろうし、予算も５万円では少ないし、もっと

時間をかけて組織的でないと、同好会、そして同好の人

を引っ張ってくる、再度会員に募集パンフレットをいつも

持っていてもらうこと等の話しがありました。 

 

             リーダー 藤井文治郎 

安田  勝 ・東北、北海道台風被害お見舞い。 

德田 正彦 ・先日の雨は恵みの雨でした。 

 

末永   寛 

・髙橋さん 家庭集会ありがとうござい 

 ました。 

森  正廣 ・映画「後妻業の女」面白いです。 

林  良訓 ・早退おわび 

 

出射 靖生 

・先週に引き続き再度東北、北海道の

 台風被害御見舞。 

上原 従正 ・残暑お見舞。 

 

 

森  正廣 

・京都府立医大の５年に１度のモニター

 健診２回目がありました。体力年齢は

 ５８才でした。 

BOXへ 鎌野 孝和 



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回クラブフォーラム「会員増強」 
【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～ 

９月１５日 

（木） 

読売新聞 大阪本社 編集委員 関口 和哉様 

【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】 

「グローバル補助金インドネシア飲料水プラント設置事業報告」 

 

「青少年奉仕と青少年交換の話」 

「アンチエイジング-食品と腸内細菌」 

「吉野太夫」 

「故 戸渡 孝一郎 会員 追悼例会」 

「命の大切さ」 

一級建築士事務所 才門俊文建築 

設計事務所 代表 才門 俊文様 「『祇園祭ぎゃらりー』京都で初めての・新しい文化発信施設誕生！」 

クラブ・デー 

『大変動期に突入した「メディアの世界」 

－収縮する伝統メディア、勃興するデジタルメディア－』 

「クラブ管理運営について」 

R.I.第2650地区ガバナー 刀根荘兵衛様 

京都市危険物安全協会専務理事 小川 輝明様 

中村 弘吉様、関根 淳子様、奥田 歓信様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

パスト会長 江後 良平様 

会員 三輪 泰司様 

「税・あれこれ」 

-クラブ・デー-「会員組織部門 第３回クラブフォーラム」 

京都洛北RCとの合同公式訪問の為、15日に変更 

-ｸﾗﾌﾞ広報部門ﾌｫｰﾗﾑ-「新聞と文化財報道」 

「お月見例会」の為、１５日（木）に臨時変更 

「 愛と人生の歌  シャンソン」 シャンソン歌手 ㈲オフィス奥田  代表取締役 奥田真祐美様 

㈱東洋経済新報社  

 代表取締役社長 山縣裕一郎様 

「ガバナー公式訪問所感」（京都北東ＲＣと合同） 

第１回クラブフォーラム（社会奉仕部門）  

「公共広告の４５年」 

～新入会員スピーチ～「自己紹介」 

 

 

クラブ管理運営委員長 越川 哲也様 

会員 大橋 正彦様 

椙山女学園大学 現代マネジメント学部教授 浪花 健三会員 

鼓奏者 望月清三郎様 

立命館宇治高等学校ＩＡＣ 堀 灯里さん、山本実桜さん 

京都府立医科大学 学長 吉川 敏一様 

 常照寺住職 奥田 正叡様 

【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 

９月９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 

９月１２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月１３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月１４日 

（水） 

京都感動案内社 代表、京都産業大学  

日本文化研究所 上席特別客員研究員 小嶋 一郎様 

「インターアクト夏期研修を終えて」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

シリーズ古典 その２「小鼓の伝統芸能」 

敬老のお祝い 

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 ◆ 

公益社団法人ＡＣジャパン 大阪事務局長 坂 寿一郎様 

「京都の文化財 その実力の程は？」 


