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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” 』 

2015～2016ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ 

ガバナー 刀根荘兵衛氏 

 2016～2017RIﾃｰﾏ 

RI会長 ジョン Ｆ．ジャーム 氏 

例 会 木曜日  12：30～13：30   京都センチュリーホテル 
 

事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

 京都センチュリーホテル内 

 TEL(075)344-5000  FAX(075)344-1340 

ホームページ http://katsuragawarc.com/ 
メールアドレス katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

創 立 1989年(平成元年)７月２７日 

クラブカラー ライトブルー 

【姉妹クラブ】  台湾三重中央ロータリークラブ 

【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 

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERD  
AUGUST 21.1989 

THE ROTARY CLUB OF  京都桂川ロータリークラブ 

DISTRICT2650 CHARTERED AUGUST 21．1989 



 第１２８５例会    ２０１６年１１月１０日（木） Vol.２７-１６ 

１．１１月３日（祝）第２４回京都桂川ＲＣ会長杯 

 野球大会開会式が行われ、中川会長が出席されまし

 た。 

２．１１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１２名が参加

 いたました。 

３．本日例会終了後、１１月度理事役員会を開催しま

 す。 

 

臨時クラブ協議会 

 「青少年交換について」 

 

 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１１月２２日（火）京都西南ＲＣ 

１１月２８日（月）京都西ＲＣ 

１１月３０日（水）京都西北ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます 

１１月１１日（金）京都紫竹ＲＣ 

１１月２１日（月）京都平安ＲＣ、京都平安ＲＣ 

１２月 ９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        

  国家「君が代」 

  ロータリーソング「奉仕の理想」 

  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- 

 「書画を通して日中交流４５年」 

    瀬田 保二会員 

 閉会点鐘    13：30 

ＲＬＩパートⅡ研修会 

修了書を授与 

林会長エレクトと中川会長 

青少年交換派遣学生  山本咲良さんより 10 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。 

★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： 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。いつもは学校が終わっ

た後は家で昼ご飯を食べますが、ポルトガル語の

レッスンがあるときは学校でご飯を食べて、そこか

らバスで行っています。 
 

観光や訪問に行きましたか：  セカンドホストに

日本食レストランに連れて行ってもらいました。 

同じクラスのアメリカからの交換学生の家に泊まり

に行って、ショッピングや隣町に行ったりしまし

た。今、日本に来ているViniciusの家に泊まりに行

かせてもらいました。すごく楽しい時間を過ごせま

した。次の週にはマリリアからバスで3時間半の

Presitente Prudenteという市に福岡から4510地区

に来ている交換学生のところに泊まりに行きまし

た。 
 

スポーツなど活動に参加しましたか： ジムでキッ

クボクシングを続けています。あと、jumpレッス

ンというのがあり、それにも参加しました。 
 

ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか： 

毎週水曜日はロータリーの例会に参加しています。

10月7日にロータリーがやっているフリーマーケッ

トのようなイベントのお手伝いをしました。10月9

日にこどもの日のイベントのお手伝いをしてきまし

た。小さい子と遊んだり、折り紙を教えたりしまし

た。 
 

現地の言葉で会話していますか ： 学校の友達が

みんな英語ペラペラで、今までそれに甘えてポルト

ガル語を話す機会を全然作れていなかったので、ポ

ルトガル語で話そうとお願いしました。今まで話せ

なかった子も話しかけてくれたりして、言ってよ

かったと思っています。 
 

現在の全体的な状況は： 前の月に10月中にホスト

チェンジがあると言われていましたが、11月の初

めの週末にホストチェンジすることになりそうで

す。また、11月にはbig tripもあるのでとても楽し

みです。 
 

なにか希望・要望はありますか： 特にありませ

ん。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率30％ 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 217,000円 

「ローターアクトを提唱するメリットについて」 

 RI第2650地区ローターアクト代表  

 京都南RAC   宮内   翼様 

 RI第2650地区ローターアクト委員長 

    宮本 研二様 

次回例会 １１月１７日（木） 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 30％ 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 18,000円 

【 】   小計 1,000円 今年度累計 54,000円 
目標額 400,000円 達成率 14％ 

◆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 

１１月１３日～ 受入れ学生対象 秋季エクスカーション 

 １５日（火） 

１１月２２日（火） 第２回市内２４RC連絡協議会 

 会長・幹事会 木乃婦 18：30～ 

１１月２７日（日） ロータリー・リーダーシップ研究会 

 第2650地区RLIパートⅢ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00  

◆クラブ内行事 

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 

出射 靖生 ・本日は晴天なり。 

BOXへ 德田 正彦、上山 泰弘、吉田  修 

稲掛 英男 

BOXへ 吉田  修 

【ニコニコ箱】 小計 38,000円  今年度累計 475,000円   
目標額 1,300,000円 達成率37％ 

中川 俊夫 ・鳥取地震お見舞い 

 

森  正廣 

・立雲峡へ、竹田城を正面から展望しま

 した。 

 

德田 正彦 

・秋の収穫がすみました。「本年は不作」

 天候不順でした。 

 

内山 正元 

・大谷選手が活躍して、日本シリーズが

 おもしろいです。 

 

万殿 慎二 

・菱田さん 先週はありがとうござい

 ます。 

 

出射 靖生 

・東京オリンピックパラリンピック少し

 心配ですね。 

BOXへ 千田  適、上山 泰弘、稲掛 英男 

末永  寛 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月２７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２２名（５名）８８．０％ 

１０月１３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客１名 

 

「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 

菱田 匡樹 ・本日も宜しくお願いします。 

 

王   杲 

・夫婦二人で台湾へ例会に参加します。

 宜しくお願いします。 

万殿 慎二 ・もうすぐ娘が帰って来ます。 

 

森  正廣 

・東海道５３次「石部宿」から「水口

 宿」までハイキング 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率35％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 194,000円 

吉田  修 ・忙しい日々を送っています。 

BOXへ 末永  寛、児嶋 雄二、林  良訓 

稲掛 英男、千田  適、山本 拓生 

上山 泰弘 

安田  勝 ・世界の平和と安定を願って。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

上原 従正 ・インターアクト活動に寄せて。 

BOXへ 安田  勝 

 

吉田  修 

・来月６日～７日広島で大学の同期会 

 楽しみです。 



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 

「ボジョレーヌーボーを楽しむ会」 
【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１７日 

（木） 

地区Ｒ財団委員会 副委員長  

京都嵯峨野RC会員 名井 得郎様 

【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】 

「私と８耐」 

オフィス未来 代表者 佐々木 武様 

「精神医療と私」 

「その人らしいソフトランディングを考える」 

「未定」 

「長岡京市内の歴史や文化を通して」～長岡京から平安京へ～ 

新入会員スピーチ「ふれる言葉とロータリー」 

大阪歴史博物館 副館長兼学芸課長 伊藤 廣之様 「歴史博物館の役割」 

「感動経営のための「価値づくり」のマーケティング」 

「イスラムから世界を知る」 

～ボジョレーヌーボー例会～（Ｆ＆Ｆデイ） 

会員 宇治田脩盂様 

会 員 田中  善之様 

担当 ロータリー財団委員長 薮下 清三様 

 

会員 杉本 五十洋様 

会員 城守 国斗 

「中国の教育現状～農村小学校からみた教育格差～」 

～クラブ・デー～「公共イメージ部門第６回クラブフォーラム」 

クラブデー 

「ロータリー財団100周年と補助金プログラムについて」 

「ロータリー月間１００周年と補助金プログラムについて」 

-新会員スピーチ- 川端 正樹様、丹羽  享様 

同志社大学大学院 グローバル・スタディーズ 

研究科 教授 内藤 正典様 

クラブデー「私の履歴書」 

第4回クラブフォーラム（青少年奉仕部門）  

「野鳥と人をつなぐ『巣箱』のお話し」 

｢備前焼緋襷模様を科学する｣ 

長岡京市生涯学習文化財係  

専門員 小田桐 淳様 

 

 

岡山大学大学院 自然科学研究科 特任教授 高田  潤様 

今年度 米山奨学生 孫 群姍様 

＊ビジター受付はありません。 

税理士 佐藤 善恵様 

京都府立医科大学付属病院護部管理室 

総括看護師長 藤本早和子様 

 

【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 

１１月１１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 

１１月１４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月１５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月１６日 

（水） 

 

「最近の税務調査(調査に関する税務署内部の手続変更)」 

地区財団副委員長 

京都嵯峨野RC会員  名井得郎様 

1200回記念例会「夜間同伴例会」のため、18：30に変更 

クラブ・フォーラム（ロータリー財団） 

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 ◆ 

日本野鳥の会 京都支部 梶田  学様 

「ロータリー財団フォーラム」 


