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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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B U L L E T I N 
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 第１２８２回例会    ２０１６年１０月１３日（木） Vol.２７-１３ 

１．１０月１６日（日）ガバナー事務所会議室に

 おいて、次年度青少年交換プログラム 派遣予定

 学生選考会及び面接が行われ、山本会員のご子息

 龍一郎君と山本会員、内田会員が参加いたします。 

 

「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 

◇例会臨時変更のお知らせ 

１０月１４日（金）京都乙訓ＲＣ 

１０月２０日（木）京都西山ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

１０月１９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１０月２８日（金）京都紫竹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「それでこそロータリー」 

  今日の歌「村祭り」 

  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- 

  菱田 匡樹会員、林  良訓会員 

閉会点鐘    13：30 

青少年交換派遣学生  山本咲良さんより９月の    

マンスリーレポートが届きましたのでご紹介します。 

 

第１８回「はるの里まつり」のご案内 
 

日 時： １１月２０日（日）  

     １０：３０～ 

場 所： 生活介護事務所 はるの里（雨天決行） 

   西京区御陵谷町7-11 

毎年、洛西高校インターアクトクラブのメンバーが

ボランティアとして参加されています。ご参加いた

だける場合は事務局までお知らせください。 

★今月の出来事 

 

健康状態は：大丈夫です。 

  特に何もありません。 
 

スピーチはしましたか： 

今月はしていません。 
 

毎日の活動は（学校 等で）： 

平日は学校で授業を受けて、終わったら大抵家の 

近くにあるジムで過ごしています。 

火曜日と木曜日はロータリーがポルトガル語のレッ

スンを用意してくださったので、そこでポルトガル

語の勉強をしています。 
 

観光や訪問に行きましたか（内容・場所・誰と）： 

ホストファミリーと出かけたことはありません。 

マリリアに住んでいるROTEXがホームパーティー

を開いてくれました。友達とマリリアで開催された

日本の」お祭りに連れて行ってもらいました。 
 

スポーツなど活動に参加しましたか： 

ジムでキックボクシングに挑戦しました。 

 

ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか： 

9月9日から11日までの三日間4510地区のfirstオリ

エンテーションがありました。 

たくさんの国の交換学生たちと友達になれ、また 

自分のモチベーションも上がる、すごくいい機会で

した。 

9月28日に例会に参加しました。ホストクラブには

私のほかに3人の交換学生がいます。これからは 

毎週参加すると思います。 
 

現地の言葉で会話していますか (誰とどこで 等)： 

ホストファミリーは両親とも忙しく、また、夕食の

後はすぐに部屋に戻ってしまうので、あまり会話は

できていません。 

学校の友達は英語を喋れる人が多いです。 

ハリーポッターをポルトガル語で読む、ということ

を挑戦中です。そのおかげか語彙力が少しずつ上

がってきました。 
 

現在の全体的な状況は： 平日はジムに行くことでい

ろんな年齢の人と出会うことができ、楽しいです。 

土日の長い時間をどう使っていいかはまだ分かりま

せん。セカンドホストの家に遊びに行ったときに、

ホストチェンジは

10月中になると

聞きました。 

 

なにか希望・要望

はありますか：  

特にありません。 



日 時  2016 １０月６日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、内田、林、稲掛、山本、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．第４回クラブ討論会について 10/20（木） 
５．第５回クラブ討論会（財団・米山） 11/24（木） 
６．秋の家族会について 11/27（日） 
７．インターアクト地区分担金について 
８．第２回炉辺会合について 
９．クリスマス家族例会について 12/17（土） 
10．会員増強について 
11．その他 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率25％ 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 179,000円 

クラブ・デー 第４回クラブ討論会  

「米山月間スピーチ」 

トンガラグ ノムルンさん 

次回例会 １０月２０日（木） 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 25％ 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 15,000円 

【 】   小計 3,000円 今年度累計 50,000円 
目標額 400,000円 達成率 13％ 

◆地区行事 

１０月１６日（日） 次年度青少年ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ  

 派遣予定学生選考会及びクラブ面接 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 5階 

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 

 開会式  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」  

 ９：５０ 京都鉄道博物館入口 

 京都鉄道博物館 味処「てらさき」 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率29％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 162,000円 

 

内山 正元 

・トランプの所得税不払いが明るみに出

 て、クリントンの勝利が見えてきたの

 ではないでしょうか。 

吉田  修 ・あさって、孫の運動会。 

中川 俊夫 ・やっと秋らしくなりそうです。 

 

出射 靖生 

・今回の台風も京都には来てくれませ

 んでした。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、吉田  修 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、千田  適 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２３名（５名）９２．０％ 

ご来客１名 

【ニコニコ箱】 小計 25,000円  今年度累計 398,000円   
目標額 1,300,000円 達成率31％ 

中川 俊夫 ・近畿財務局 林様のスピーチを楽しみに 

安田  勝 ・林様のスピーチ楽しみです。 

吉田  修 ・林展子先生のお話楽しみに。 

 

 

出射 靖生 

・本日は近畿財務局次長の林展子様を

 お迎えしております。よろしくお願

 いいたします。 

稲掛 英男 ・林展子様のスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・林展子さんのスピーチ楽しみに。 

 

森  正廣 

・栃木県真岡井頭マラソン好天で楽しい

 大会でした。２，５００人参加。 

千田  適 ・本日、理事・役員会欠席おわび！ 

菱田 匡樹 ・本日も宜しくお願い致します。 

林  良訓 ・台風台風でいやになります。 

德田 正彦 ・久しぶり好天候です。 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和 

万殿 慎二 ・林様のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、末永  寛 

今日の歌   「村祭り」 
 

 村の鎮守の 神様の 

今日はめでたい 御祭日 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

朝から聞こえる 笛太鼓 

德田 正彦 ・秋の収穫の時期になりました。 

BOXへ 上原 従正 



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 

「皆さんの知らない中央市場裏話」～「せり」での価格決定の謎～ 【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
北村泰一朗 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２０日 

（木） 

平野 元子様、樋口 文昭様 

【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】 

＜奉仕事業実施の為、例会変更＞19日→15日 
ライブコンピューライング㈱  

代表取締役 藤井 敬志様 

-米山月間スピーチ-「美しい京都との出会い」 

～米山奨学生スピーチ～ 

「京都の道路事情」 

「伊豆中央RC来訪」 

「日経新聞『私の履歴書』を語る」 

立命館大学修士２年 張  悦さん 米山奨学生スピーチ「私を変えた日本留学」 

「ゲームを作って売る。～変わらない原則と今後のキーワード～」 

「“知られざる国ラオス”子象４頭がやってきた！」 

-休会- 

会員 澤邉 信様 

日本経済新聞京都支社長  金丸 泰輔様 

米山奨学生 金  ボラ様 

 

＊ビジター受付はありません。 

米山奨学生 郭 暁博様 

「600回例会を記念して」親睦例会 

「子どもたちの声を受け止めて」 

「クラブデー」 

-社会奉仕部門フォーラム-「施設の現状とこれからの支援の 

 形について～20周年を控えて～」 

ガバナー公式訪問所感」 

「現役引退後の社会奉仕のあり方」 宗教学者 山折  哲雄様 

ラオス名誉領事  

京都洛中RC会員 大野 嘉宏様 

「私の履歴書」 

第2回クラブフォーラム（職業奉仕部門）  

「未定」 

-米山月間スピーチ-｢文化を可視化する｣ 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

特定非営利活動法人 チャイルドライン京都   

理事長 外村 まき様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

米山奨学生 程   遥さん 

＊ビジター受付はありません。 

 

日本画家  奥村 美佳様 

2016学年度米山奨学生 関  俊順様 

国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所長 馬渡 真吾様 

【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 

１０月１４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１７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月１８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月１９日 

（水） 

吉田ペットクリニック院長 

京都桂川ＲＣ 吉田  修様 

「桃源郷を描く」 

R.I.第2650地区ガバナー 刀根 荘兵衛様 

「クラブ・フォーラム② 創立25周年に向けて」 

-米山奨学生スピーチ-「韓国の外国語教育に関して」 

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 ◆ 

RI第２６５０地区会員増強・拡大委員長 岡嵜 正司様 

「たかがソングリーダー、されどソングリーダー」 


