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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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【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 
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 第１２７９回例会    ２０１６年９月１５日（木） Vol.２７-１０ 

１．９月２２日（木）の例会は祝日休会です。 

２．９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した。 

３．９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した。 

４．９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した。 

日 時  2016 年９月１日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、内田、稲掛、山本、田中、王、瀬田、 

  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．月次会計報告 
３．台湾三重中央ＲＣ記念例会参加について 11/7（月） 
４．嵐峡の清流を守る会への協力金について 
５．第４回クラブ討論会について 10/20（木） 
６．秋の家族会について 
７．前年度繰越金の取り扱いについて 
８．2017-18年度青少年交換学生について 
９．その他 ・札幌真駒内ＲＣより表敬訪問 
  ・ラオスポリオミッションへの寄付 
  ・新入会員歓迎会 
  ・入会金について 

「ガバナー公式訪問所感」（京都西南RCと合同例会）  

 R.I.第2650地区ガバナー   刀根 荘兵衛様 

2016-17年度 第１回炉辺会合（第２班）の報告 
 

日 時 平成２８年８月２７日(土）午後６時より 

場 所 玄品ふぐ「四条烏丸の関」 

参加者 鎌野・児島・万殿の各会員、ﾉﾑﾙﾝさん、森の５名 
 

「夏のふぐに挑戦」と言うことで、米山奨学生のノムルンさん

を迎えて、和気藹々のなか会は進みました。 

焼きふぐコースの料理が次々と出てくる中で、例によって

早々と森がダウン。以後の情勢が全く記憶に御座いません。 

今年は、ブラジルから青少年

交換留学生のビニシウス君も

来日したこともあり、今まで

と違った形でクラブ内が活性

化されるだろと思います。と

いうことで、楽しい夜が過ぎ

ていきました。               

  リーダー 森 正廣 

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３回クラブ討論会（会員増強） 

閉会点鐘    13：30 

会員誕生日お祝い   

  ４日 王  杲会員          ６日  万殿慎二会員 

  ８日 山田芳弘会員 １３日 谷口泰義会員 

 ２８日 出射靖生会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 山本拓生会員夫人 真由美様 

   １５日 髙橋英明会員夫人 友子様 
 

結婚記念日お祝い 

 ３０日 太田勝彦会員 
  

創業記念日お祝い 

  １日 千田 適会員 法律事務所なみはや 

  １日 末永 寛会員 (有)インテリア末永 

  ６日 森 正廣会員 六和証券㈱ 
 

９月おめでとうございます 

前略 先日はカンボジア研修において、ご多忙中にもか

かわらず御指導、御支援を頂き、誠にありがとうござい

ました。 

 孤児院では子供達と一緒に過ごす事でカンボジアの現

状を身近に感じる事ができました。地雷撤去作業は日本

では体験することのできない貴重な体験となりました。

今回のカンボジア研修を通して貧困や内戦などの悲惨な

問題を知り、理解を深めることができました。 

日本だけでなく、世界に目を向ける良い機会を与えて下

さったことを心より感謝申し上げます。 

今後はカンボジア研修での経験を大いに活かし、倦まず

弛まず勉学に励みます。 

来年の３月には、発表のお時間をお取りいただきますこ

とをお詫びすると共に感謝いたします。 

 まずは書中にてお礼申し上げます。     早々 

 

洛西高校２年 橋本 ゆりあ 

７月３１日～８月５日までインターアクト夏季研修に参加さ

れた橋本ゆりあさんより、お土産とお手紙を頂きました。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率20％ 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 147,000円 

-会員スピーチ- 

  「無題」 

藤井文治郎会員、林 良 訓会員 

次回例会 ９月２９日（木） 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 20％ 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 12,000円 

【 】   小計 6,000円 今年度累計 45,000円 
目標額 400,000円 達成率 11％ 

◆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 

１１月１６日（水） 札幌真駒内ＲＣ ウェルカムパーティー 

 18：00～  

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率24％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 131,000円 

万殿 慎二 ・刀根ガバナーをお迎えして。 

末永  寛 ・刀根ガバナーをお迎えして。 

 

出射 靖生 

・西南ロータリークラブ様との合同公式

 訪問に。 

 

田中  守 

・吉川ガバナー補佐 先日はお世話に 

 なりました。 

谷口 泰義 ・合同例会お世話になります。 

BOXへ 千田  適、林  良訓、吉田  修 

万殿 慎二 ・嵐峡の清掃おつかれ様でした。 

BOXへ 吉田  修 

◇出席率報告◇ -京都西南RCと合同例会- 

出席率報告『９月６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 １９名（４名）７９．１７％ 

８月２５日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．４６％ 

ご来客４名 

2016-17年度 第１回炉辺会合（第３班）の報告 
 

 開催日時 ８月２４日（水）１８：３０~ 

場所   祇園 おかだ 

出席者  末永 中川 千田 太田  髙橋の各会員 
 

 京都らしい町並みがつづく祇園の料理屋 おかだにて

炉辺会合をさせていただきました。今回のテーマは「ク

ラブ内の活性化」ということで、おいしい料理とお酒を

いただきながら話は多岐にわたりました。 

 例会で多くの方がいろいろとお話をして頂きますが、

会員の皆様がスピーカーのお話をよく事が話し手をもっ

と話し上手にする一番の方

法だとの意見を頂き、クラ

ブ活性化の第一歩として 

提案していただきました。 

ご参加いただいた皆様あり

がとうございました。 
 

   リーダー 髙橋英明 

 

BOXへ 山本 拓生、万殿 慎二 

RI第2650地区 ガバナー 

RI第2650地区 ガバナー補佐 

RI第2650地区 幹事長 

RI第2650地区 大会・集会担当幹事    

【ニコニコ箱】 小計 53,000円  今年度累計 324,000円   
目標額 1,300,000円 達成率25％ 

 

中川 俊夫 

・刀根ガバナー本日はよろしくお願い 

 します。 

千田  適 ・ガバナーをお迎えして。 

田中  守 ・刀根荘兵衛ガバナーをお迎えして。 

内山 正元 ・刀根ガバナーをお迎えして。 

吉田  修 ・刀根ガバナーをお迎えして。 

森  正廣 ・ガバナーをお迎えして。 

児嶋 雄二 ・刀根ガバナーをお迎へして。 

林  良訓 ・刀根ガバナーをお迎えして。 

出射 靖生 ・刀根ガバナーをお迎えして。 

 

末永  寛 

・西南ＲＣの皆様 

 本日よろしくお願い致します。 

德田 正彦 ・親クラブとの合同例会よろしく。 

刀根荘兵衛様 

吉川 裕丈様 

山本  等様 

辻  正則様 

内田 勝彦 ・祝 刀根荘兵衛ガバナー公式訪問。 

上原 従正 ・刀根ガバナーをお迎えして。 

 

田中  守 

・西南ロータリークラブの皆様 

 本日はお世話になります。 

中川 俊夫 ・残暑お見舞い。 

 

千田  適 

・日本の気候はどうなっているのでし

 ょうか。 

吉田  修 ・秋風 爽快！ 

藤井文治郎 ・刀根ガバナーをお迎へして。 

山本 拓生 ・刀根ガバナーをお迎えして。 

 

 

森  正廣 

・湯桧曽温泉・草津温泉、群馬の温泉 

 めぐり。草津マラソンと諏訪峡ハイキ

 ング 

安田  勝 ・ガバナーをお迎えして。 



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 

-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～ 

９月２２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】 

「休会」 

 ＊ビジター受付は通常通り行います。 

「Brexitの行方とその余波」 

「休会」 

「2015-16年度RYLA報告」 

「今年度当地区情報委員会の活動について」 

-祝日休会- 

 -祝日休会- 

「休会」 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

 

 

担当 会員増強理事 本田 修造様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

同志社大学政策学部准教授 根岸 祥子様 

-祝日休会- 

「よもやま話」 

クラブデー 

-祝日休会- 

「夢に向かって今を生きる」 

-新会員スピーチ- 立木 哲生様、渡邉 大記様 

 

-祝日休会- 

-祝日休会-  

「京都市の地球温暖化対策」 

-祝日休会- 

地区情報委員会委員 内藤 雅夫会員 

会員 阿部  宗正様 

 

 

 

能管奏者 野中久美子様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

りぼん薬局 薬剤師 川村 早希様 

【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１６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１９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月２０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月２１日 

（水） 

日本銀行 京都支店 支店長 京都ＲＣ会員 大川 昌男様 

-祝日休会- 

ドリーム ディレクター 宇野ひと美様 

シリーズ古典 その３「能楽で培われた横笛（能管）の世界」 

クラブ・フォーラム（会員増強委員会） 

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 ◆ 

京都市環境政策局地球温暖化対策室  

「DO YOU KYOTO?」プロジェクト推進担当部長 松浦 卓也様 

「最近の金融経済情勢」 


