
201６.９.２９ 

No.1280 Vol.27-11 

「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 
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 第１２８０回例会    ２０１６年９月２９日（木） Vol.２７-１１ 

１．次週例会終了後、１０月度定例理事役員会を

 行ないます。 

タイ米山学友会が植樹活動 

 

タイ米山学友会が７月３０日～３１日、学友１３人と、その家

族・友人を合わせた計３２人で植樹活動を行いました。 

今回植樹をしたのは、タイ東北部にあるタップラーン国立

公園で、２００５年に世界事前遺産にも認定された公園で

す。地元市役所の協力を得て苗木６０本を植え、水やりを

したほか、Ｙ字型のゴムパチンコを使った種飛ばしには、

子どもも大人も楽しみながら、競い合い遠くへと飛ばしまし

た。 

最後は全員でマッシュルーム工場を見学し、仲間同士の

絆を一層深める１泊２日の活動となりました。 

 クラブ・デー 

  第３回クラブ討論会（会員増強） 

内田会員増強委員長 

嵐峽の清流を守る会清掃活動 9/4（日） 

 

参加者 中川会長ご夫妻 徳田会員 上原会員 万殿 

 

昨年は台風の為、中止でした。本年も台風がやってきて

昨日ギリギリまで待っての開催でした。おかげで猛暑で

はなく活動しやすい1日でした。が、終わってみてら汗

ダクでした。ご参加の皆様、ほんとうにお疲れさまでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員長 万殿慎二 

◇ 例会場変更および事務局移転のお知らせ 

・京都西ＲＣ 

 １０月３日（月）の例会より、リーガロイヤルＨ

京都に変更。９月１４日より、事務局を上記ホテ

ルに移転。 

・京都洛南ＲＣ 

 １０月４日（火）の例会より、リーガロイヤルＨ

京都に変更。１０月１３日より、事務局を上記ホ

テルに移転。 

・京都朱雀ＲＣ 

 １０月５日（水）の例会より、リーガロイヤルＨ

京都に変更。 

 

◇例会臨時変更のお知らせ 

１０月１３日（木）京都洛東ＲＣ 

１０月２０日（木）京都南ＲＣ、京都西山ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ９月３０日（金）京都東ＲＣ 

１０月１２日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１０月１３日（木）京都北ＲＣ、京都西山ＲＣ 

１０月１９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

  以上、ビジター受付はありません。 

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「とおりゃんせ」 

  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 

 -会員スピーチ- 

  「無題」 

          藤井文治郎会員、出射 靖生会員 

閉会点鐘    13：30 

今日の歌   「とおりゃんせ」 
 

通りゃんせ  通りゃんせ 

ここはどこの  細道じゃ 

天神様の  細道じゃ 

ちっと通して  下しゃんせ 

御用のないもの  通しゃせぬ 

この子の七つの  お祝いに 

お札を納めに  参ります 

行きはよいよい  帰りはこわい 

こわいながらも 

通りゃんせ  通りゃんせ 

 

９月会員誕生日お祝い 

万殿会員、谷口会員、

中川会長と王会員 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率22％ 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 159,000円 

  「社会保障と税の一体改革」 

近畿財務局 京都財務事務所  

次長 林  展子様 

次回例会 １０月６日（木） 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 20％ 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 13,000円 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 46,000円 
目標額 400,000円 達成率 11％ 

◆地区行事 

１０月２２日（土） 賛成会会長・幹事懇親会 

 鳥せゑ蛸薬師店 18：30～ 

１１月１１日（金） 2015-16年度 賛西会 会長・幹事懇親会 

 ルナールブルー 

１１月１２日～ インターアクト地区大会 

 １３日（日） 福井工業大学附属福井高等学校 

 

◆クラブ内行事 

１１月 ３日（祝） 第24回京都桂川RC会長杯野球大会 

 小畑川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 8：30～ 

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～  味処 てらさき 

１１月２７日（日） 「秋の家族会」 京都鉄道博物館 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率26％ 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 143,000円 

 

谷口 泰義 

・８４才 ボケ老人ですが、よろしく 

 お願します。 

吉田  修 ・ビニー君 ようこそ！！ 

中川 俊夫 ・今日は中秋の名月の日です。 

安田  勝 ・ビニー君ようこそ。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男、林  良訓 

鎌野 孝和、千田  適 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん楽しみました。 

BOXへ 吉田  修 

◇出席率報告◇  

出席率報告『９月１５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２３名（６名）８８．４６％ 

９月１日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．４６％ 

ご来客２名 

・合同例会ご苦労様でした。 

【ニコニコ箱】 小計 24,000円  今年度累計 348,000円   
目標額 1,300,000円 達成率27％ 

 

中川 俊夫 

・皆さん ガバナー公式訪問 

 合同例会ご苦労様でした。 

菱田 匡樹 ・ビニー君ようこそ。 

 

 

 

 

 

吉田  修 

・先日１１日に愛宕山に登りました。 

 途中で全盲の女性で、ボランティアと

 ヒモでつながって登っている人と会い

 ました。 聞いてみると、今日で５００

 回目そして、お年は７２才とのことで

 した。私はまだまだヒヨコです。 

 

 

森  正廣 

・草木湖一周マラソン１９キロですが、

 アップダウンがきつく、足がつりま

 した。 

 

王   杲 

・鎌野さん、万殿さん大変お世話になり

 ました。有難う御座います。 

 

出射 靖生 

・台湾南部へのスーパータイフーン被害

 御見舞。 

京都西南ＲＣ 

 会長 

笹川 明彦様 

 

瀬田 保二 

・例会欠席お詫び、東洋一の滝を見て来

 ました。 

上原 従正 ・ビニシウス君元気ですか。 

千田  適 ・だいぶ秋らしくなりました。 

万殿 慎二 ・王さん昨日はお世話になりました。 

 

鎌野 孝和 

・王さん、先日はありがとうごさいま

 した。 

稲掛 英男 ・合同例会欠席おわび。 

林  良訓 ・早退おわび。 

太田 勝彦 ・がんばっています！ 

BOXへ 児嶋 雄二 

 

 

王   杲 

・瀬田さん中国の書画共同展大変お疲れ

 様でした。楽しかったです、有難う御

 座いました。 

 

万殿 慎二 

・息子が陸上ホッケーで京都選抜に選ば

 れました。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、鎌野 孝和 

 

森  正廣 

・ほろにが会と二次会で飲み過ぎ、京阪 

 守口市まで乗り越しました。 

千田  適 ・ポリオの一日も早い撲滅を願って。 



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 

「未定」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
有限会社フラワーハウスおむろ 代表 島本 壮樹様 

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～ 

１０月６日 

（木） 

邦楽家、新内研進派家元 重森 三果様 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ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】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ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】 

「私を変えた日本留学」 

R.I.第2650地区ガバナー 刀根 荘兵衛様 

「休会」 

「進々堂100年の歩み」 

「シリコンバレーは何故アメリカに出来たか」 

「乙訓の文化遺産」 

「京都流地域創生の挑戦」 

京都市観光政策監 糟谷 範子様   「京都市の観光政策について」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「おおきに♡おもいやり」 

「ＲＬＩについて」 

会員 山田 榮一様 

京都府知事 山田 啓二様 

 

米山奨学生 朴  柱珍様 

米山奨学生 張   悦様 

＊ビジター受付はありません 

「続・リン（Ｐ）の話」 

「人生ラッキーですか？」  

-米山月間スピーチ-「私が日本で留学生活を通じて得た事」 

「京都における日本音楽の流れ」 

-米山月間スピーチ-「学生生活で感じたこと 」 

 -米山月間に因んで-「 私の故郷のルロル 」 米山奨学生  才華  加(ツェホー  ジャ)様 

Singer & DJ  真箏 様 

「私の履歴書」 

「大阪だんじり祭りについて」 京都女子大学教員（大阪狭山R.C.会員）吉川 壽一様 

「未定」 

｢青不動の心｣ 

乙訓の文化遺産を守る会 副会長 坂下勝美様 事務局長 長谷川澄夫様

米山奨学生  メガサリ, エリザ クリスティンさん 

ＲＬＩ日本支部ファシリエーター 京都八幡RC 坂本 克也様 

青蓮院門跡 門主 東伏見 慈晃様 

（株）サンユー 代表取締役社長 酒井 英明会員 

規定審議委員長 元氏 功会員 

米山奨学生  楊   蕊寧様 

㈱進々堂 代表取締役社長 続木  創様 

京都南ＲＣ ㈱ＭＡＳＡ会長 庄司 惠一様 

【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３０日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ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 

１０月３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月５日 

（水） 

宗教法人 壬生寺副住職 京都ＲＣ 松浦 俊昭様 

「第二言語習得の話」 

米山奨学生  王  浩 悦様 

「クラブ・フォーラム① 定款・細則の変更について」  

クラブ・デー 

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 ◆ 

米山奨学生 グイン・トウータオさん 

「鑑真和尚の教えに学ぶ」 


