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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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『“夢を語り、現在を刷新” 』 
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 第１２８４回例会    ２０１６年１０月２７日（木） Vol.２７-１５ 

１．本日例会終了後、役員指名委員会が行われます。 

２．次週の例会は祝日休会です。 

３．１０月２２日（土）鳥せゑにおいて、賛西会  

 会長・幹事懇親会が行われ、中川会長と山本幹事が

 出席いたしました。 

４．１１月６日（日）～８日（火）台湾三重中央ＲＣ

 創立２８周年記念例会に会員・家族１３名が参加

 いたします。 

５．１１月１０日（木）例会終了後、１１月度理事

 役員会を開催します。 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会（以下、米山奨

学会）は、日本のロータリーが協同で運営する奨学財団で

す。米山奨学会では、日本で学ぶ外国人留学生に支給

し、支援する国際奨学事業を行っています。 

 

なぜ、外国人留学生支援なのか？ 
 

日本のロータリーの創業者、故・米山梅吉翁の偉業を記

念し、後世に残るような有益な事業を立ち上げたい-。 

1952年、東京ロータリークラブが発表したのは、海外から

優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する奨学事業、「米

山基金」の構想でした。そこには、二度と戦争の悲劇を繰

り返さないために、国際親善と世界平和に寄与したい・・・

という、当時のロータリアンたちの強い願いがあったので

す。 

ほかの奨学金との違いは？ 
 

世話クラブ・カウンセラー制度 

-顔の見える交流を大切にしています- 

奨学生一人ひとりに地域のロータリークラブが「世話クラ

ブ」となり、ロータリーとの交流の起点となります。さらに、 

世話クラブ会員の中から「カウンセラー」が選ばれて、奨学

生の日常の相談役となります。 

米山奨学生はクラブの例会や地域の奉仕活動、日本の 

実業人・専門職業人であるロータリアンとの交流を通じて、 

より深く日本を知り、ロータリーが求める平和の心を学びま

す。 

事業規模の大きさ 
 

-国際奨学事業としては民間最大です- 

2016学年度の奨学生数は750人、事業費は12.6億円

（2015-16年度決算）と、外国人留学生を対象とした民間

の奨学金では国内最大規模です。これまでに支援した 

奨学生数は累計で19,197人（2016年7月現在）。その出身

国は、世界124の国と地域に及びます。 

クラブ・デー  

  第４回クラブ討論会 「米山月間スピーチ」      

 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１１月１０日（木）京都南ＲＣ 

  ビジター受付は平常通り行われます 

１０月２８日（金）京都紫竹ＲＣ 

１１月 ４日（金）京都紫竹ＲＣ 

１１月２１日（月）京都平安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「虫の声」 

  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 

 臨時クラブ協議会 

 「青少年交換について」 

閉会点鐘    13：30 

 

「秋の家族会」のご案内 
 

日 時： １１月２７日（日）  

     ９：５０ 京都鉄道博物館入口 

場 所： 京都鉄道博物館 

    味処「てらさき」 TEL : 075-371-2690  

会 費： 大人・ご家族 お一人  ５，０００円 

 

札幌真駒内RC ウェルカムパーティーのご案内 
 

日 時： １１月１６日（水）  

     １８：００～ 
 

場 所： 味処「てらさき」 TEL : 075-371-2690 

      

会 費： お一人  １５，０００円 

トンガラグ ノムルンさん 

カウンセラー 児嶋会員 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率28％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 202,000円 

-会員スピーチ- 

「書画を通して日中交流４５年」 

瀬田 保二会員 

次回例会 １１月１０日（木） 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 27％ 

【 】   小計   0円 今年度累計 16,000円 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 53,000円 
目標額 400,000円 達成率 13％ 

◆地区行事 

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」 

１２月１７日（土） クリスマス家族例会 18：00～ 

 →15日（木）の例会を臨時変更 

吉田  修 ・ノムルンさんのお話、楽しみに。 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和、田中  守 

稲掛 英男 

BOXへ 千田  適、吉田  修 

【ニコニコ箱】 小計 15,000円  今年度累計 437,000円   
目標額 1,300,000円 達成率34％ 

 

中川 俊夫 

・トンガラグ ノムルンさんのスピーチ

 を楽しみに。 

児嶋 雄二 ・ノムルン頑張れ！ガンバレ。 

稲掛 英男 ・ノムルンさんのスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・ノムルンさんのスピーチ楽しみです。 

菱田 匡樹 ・ノムルンさん、ビニー君ようこそ。 

吉田  修 ・ノムルンさんガンバレー。 

 

鎌野 孝和 

・瀬田様、王様  

  

王   杲 ・台湾入国許可取得しました。 

 

林  良訓 

・どう判官びいきに考えてもトランプは

 だめですね。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男 

 

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。 
万殿 慎二 ・ノムルンさんようこそ。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月２０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２０名（４名）８３．３３％ 

１０月６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客２名 

森  正廣 ・東京赤羽界隅を初めて歩きました。 

万殿 慎二 ・ビニー君 ようこそ。 

中川 俊夫 ・毎日暑いですね。 

吉田  修 ・１０月なのに暑いですね。 

千田  適 ・秋らしくなりました。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率33％ 

【 】 小計 7,000円 今年度累計 180,000円 

上原 従正 ・ノムルンさんのスピーチを楽しみに。 

森  正廣 ・また、出た痛風。 

今日の歌   「虫の声」 
 

 あれ松虫が   鳴いている 

チンチロチンチロチンチロリン 

あれ鈴虫も   鳴きだした 

リンリンリンリンリインリン 

秋の夜長を   鳴き通す 

ああおもしろい   虫のこえ 

青少年交換受入学生 

ビニー君と中川会長 



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～ 

１１月３日 

（木） 

 

【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】 

「市政報告私見」 

キリンビールマーケティング㈱ 京滋支社  

京都支店 主任 青木 惠子様 

「輝く瞳に会いに行こう」 

「陰陽師ノウハウのビジネスへの活用法」 

「最近の金融経済情勢」 

「女子神職と古典に親しむ」 

「『光を目指して』～あの頃、其の後と、此の先」 

北野天満宮権宮司 橘 重十九様 「平安京と天神」 

「飲みもの」を進化させることで、「みんなの日常」を 

あたらしくしていく。～キリンのものづくりについて～ 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

 

米山奨学生 陳 奕 均様 

 

柾木 良子様 

会員 大津 裕太様 

R.I.第3360地区チェンライR.C.直前会長 原田 義之様 

「司法書士の仕事」 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団100周年と補助金プログラムについて」 

「ご縁は着物のお陰です」 

-祝日休会- 

「未定」 

-新会員スピーチ-「俳人としての私」 福永  法弘様 

 

-祝日休会- 

第3回クラブフォーラム（国際奉仕部門）  

「ラオスという国」 

-祝日休会- 

全国女子神職協議会理事 六人部 美恵子様 

京都府神社庁雅楽部委員 竹若 佳代子様 

RI第2650地区Ｒ団委員会  

副委員長 名井 得郎様 

 

 

司法書士 皆川 大輔様 

＊ビジター受付はありません。 

 

中部大学経営情報学部 教授 児玉 充晴様 

日本銀行 京都支店長 大川 昌男様 

【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２８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３１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月２日 

（水） 

元内閣官房副長官 参議院議員 福山 哲郎様 

-祝日休会- 

伏見区長 久保   宏様 

創立25周年記念事業「親子で作る日本料理教室」 

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 ◆ 

在京都ラオス人民民主共和国名誉領事 会員 大野 嘉宏様 

「政治家として、今、取り組むべきこと」 


