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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） 
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 第１２８６例会    ２０１６年１１月１７日（木） Vol.２７-１７ 

１．本日は「ビジターデー」です。 

２．本日、札幌真駒内ＲＣより澁谷良治様、齋藤康嗣様

 内海知行様、横田靖様が来会されました。 

３．１１月１２日～１３日、福井県においてインター

 アクト地区大会が開催されました。洛西高等学校

 より、山口先生をはじめ１１名の生徒が参加いたし

 ました。 

４．１１月１３日～１５日、青少年交換受入れ学生の

 ビニー君が秋季エクスカーションに参加しました。 

５．１１月１６日（水）味処「てらさき」において

 札幌真駒内ＲＣウェルカムパーティーが開催され

 ました。札幌真駒内ＲＣより４名、桂川ＲＣより

 １３名が参加いたしました。 

６．１１月２２日（火）第２回市内２４ＲＣ連絡協議会 

 会長・幹事会が行われ、中川会長と山本幹事が

 出席します。 

-会員スピーチ- 

「書画を通して日中交流４５年」 

   

 瀬田 保二会員 

プログラム 

開会点鐘                                     12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「里の秋」 

  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 

 「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 

 京都西RC  宮本  研二様  

 閉会点鐘    13：30 

◇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。 

 

RI第2650地区ローターアクト代表  

京都南RAC   宮内
みやうち

   翼
つばさ

様 

 

2008年：友人3名と日本の伝統工芸品をインターネットを

活用して海外へ販売するサービスを開発し、会社を設立

主にインターネットサービス事業の企画立案、開発、運営

をしながらwebマーケティング事業も行う。 

2010年：当時の役員との行違いにより、会社で自分一人

となる。それがきっかけとなり、再び個人事業主としてweb

マーケティング事業を再スタート。インターネット全般の 

仕事をしながら地元、亀岡の地域活性化のため音楽イベ

ント・アートイベントのディレクションを行う。 

2014年：中学生の時に一緒だった塾の友人が京都南

RACに入っており、その繋がりでローターアクトへ入会。

入会すぐに地区役員（海外研修担当）を経験。また当時

地区代表をしていた大亀君との出会いにより、株式会社

おもれいへジョイン。取締役副社長就任。 

2016年：地区ローターアクト代表就任。現在は、アクトの

会員減少が目立つ中、アクトの魅力や活動を提唱RCクラ

ブ、未提唱RCクラブの皆様にもっと知っていただくため

各地域を訪問中。 

 

少年野球大会のご報告 

 

１１月３日（祝）

京都桂川ロータ

リークラブ会長杯

少年野球大会新人

戦に行ってまいり

ました。 

当日は絶好の秋晴

れで小学生の選手

たちは楽しく、のびのび試合をしていました。 

 また、その中に女子小学生が多いのにびっくり

しました。 

 今年で２４年目ということもあり、長年大変有意

義な青少年活動であると感じました。挨拶の後 

 始球式でしたが、残念ながらストライクとはいか

ず暴投でした。 

 

 

 



  
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

台 湾 訪 問 記   
 

 ６日より三重中央ロータリークラブに１２名 

（但し、パスポート切れのため一人搭乗でき

ず）で訪台致しました。台北空港入国より８日

の出国まで、心からの歓迎を受け、感激致しま

した。観光組・ゴルフ組にわかれましたが、 

どちらもおもてなしには頭のさがる思いです。  

 尚、高校の交流問題は時期尚早ということで

先送り致しました。 

（報告：児嶋会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月７日（月）台北市典華飯店 において開催された創立２８周年記念例会の様子。 

１１月６日（日）天台において開催されたウェルカムパーティーの様子。 

１１月８日（火）「京鼎楼」にて 

昼食（小籠包） 

 



  
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

 

 

台 湾 観光  
 

11月7日 午前8時30分にホテルロビーに集合してバスにて出発しました。 

台北から東北方面へ約1時間ほどの所に「野柳地質公園」があります。北海岸に細く突出した約

1,700ｍの岬です。ここには、地殻変動や海蝕を繰り返した結果、自然の石の彫刻のような景色が

広がっています。 

 この岬はよく雨が降る所で有名だそうですが、当日は天気に恵まれゆっくりと見学できまし

た。三重のメンバーは皆さん傘を持参されていましたが、日傘として役にたっていた様子です。 

 昼食はバスで少し移動したところの海鮮料理をいただき、その後は台北にある三重メンバーの

タイルのショールームを見学しました。世界のタイルや日本でのメーカーのタイルあるいはキッ

チン、トイレなどタイルと住宅設備の総合ショールームです。見学した時はオープン前で準備に

たいへん忙しくされていた時に訪問させていただきました。また、ビルの屋上からの景色も素晴

らしく、台北101のビルもよく見えました。元旦カウントダウンには台北101ビル全体を覆い尽く

す様にビル全体から綺麗に舞い散る花火がきっと良く見えることだと思います。 

（報告：髙橋会員） 

首の部分が年々細くなり何年か 

後には折れてしまいます。 
 台湾三重中央ＲＣタイル会員の 

会社の屋上からの風景 

台 湾 ゴルフ  

11月7日、大屯ゴルフ場  

11月8日、林口ゴルフ場において

開催されました。児嶋会員、中川

会員、林会員が参加いたしまし

た。  



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率32％ 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 232,000円 

クラブ・デー 

第５回クラブ討論会 

「改装工事にともなう次年度のクラブ運営について」 

次回例会 １１月２４日（木） 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 35％ 

【 】   小計  3,000円 今年度累計 21,000円 

【 】   小計 4,000円 今年度累計 58,000円 
目標額 400,000円 達成率 15％ 

藤井文治郎 ・瀬田さんのスピーチの楽しみです。 

BOXへ 鎌野 孝和 

【ニコニコ箱】 小計 35,000円  今年度累計 510,000円   
目標額 1,300,000円 達成率39％ 

瀬田 保二 ・日中交流をテーマにお話しをさせて

 頂きます。 

中川 俊夫 ・瀬田会員のスピーチを楽しみに。 

末永  寛 ・瀬田さんのお話を楽しみに。 

 

菱田 匡樹 

・瀬田会員のスピーチ楽しみにして

 おります。 

谷口 泰義 ・お花をお供え頂き有難うございました。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月１０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２５名（６名）９６．１５％ 

１０月２０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８３．３３％ 

ご来客１名 

安田  勝 ・訪台の皆様 お疲れさまでした。 

出射 靖生 ・瀬田会員のスピーチ楽しみに。 

 

中川 俊夫 

・台湾三重中央ＲＣの皆様 

 ご苦労様でした。 

 

内山 正元 

・台北へ行ってきました。新しい発見

 がやはりありました。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率37％ 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 204,000円 

 

山本 拓生 

・パスポートの有効期限は注意しま

 しょう。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

吉田  修 

・安田先生 先日は ありがとう 

 ございました。 

林  良訓 ・どこへ行くのかアメリカは。 

 

万殿 慎二 

・内山さん 帰りはありがとうござい

 ました。 

今日の歌   「里の秋」 
 

 

斎藤信夫作詞・海沼実作曲 
 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人 

栗の実 煮てます いろりばた 

 

万殿 慎二 

・訪台の皆様  

 たいへんお世話になりました。 

児嶋 雄二 ・訪台された皆様 おつかれでした。 

 

林  良訓 

・山本さん旅行社が迷惑かけ 

 ごめんなさい。 

 

髙橋 英明 

・台湾ではお世話になりありがとう 

 ございました。 

 

吉田  修 

・訪台の皆様ありがとうございます。 

 ごくろうさまでした。 

 

稲掛 英男 

・アメリカはトランプ大統領になり 

 大きな変化がおこりそうですネ。 

出射 靖生 ・第６２回創立記念日 自祝 

 

森  正廣 

・三原白龍湖マラソン  天気良く、 

 景色良く、気持ち良い走りでした。 

太田 勝彦 ・やってます！ 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、千田  適 

稲掛 英男 ・瀬田会員のスピーチ楽しみに。 

谷口 泰義 ・長い間欠席すみませんでした。 

 

德田 正彦 

・谷口会員ご夫人のご冥福をお祈り 

 致します。 

森  正廣 ・酒蔵の街「西条」(東広島市)で一杯。 

万殿 慎二 ・娘が留学を終えて帰って来ました。 

 

 

出射 靖生 

・第２６回健康祭り 晴天にめぐまれ 

 １３００名の参加者に楽しんでいただ

 きました。 

内山 正元 ・トランプが勝って、大ショックです！ 

吉田  修 ・無理が通れば 道理が引っ込む。 

上原 従正 ・ポリオのない世界へ。 

万殿 慎二 ・瀬田さんのスピーチ楽しみです 

 

出射 靖生 

・トランプ氏自身もまさか勝利すると

 は思ってなかったでしょうね。 

 

吉田  修 

・谷口さん久しぶり！！また、例会に

 おいでください。 

上原 従正 ・雲海に現れた竹田城感動しました。 

万殿 慎二 ・谷口さんおひさしぶりです。 



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 

「ロータリー財団100周年と補助金プログラムについて」 【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
RI第2650地区Ｒ財団委員会 副委員長 

京都嵯峨野RC 名井 得郎様 

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～ 

１１月２４日 

（木） 

社会保険労務士 京都平安RC会員 脇  巖様 

【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】 

-祝日休会- 

 

「後を継ぎたくなかった」 

～ロータリーソング講習会と京都の歌姫和紗様LIVE～ 

「歴代R財団委員長を経験して」 

「消防の仕事の概要」 

「南極観測越冬隊の１年間 

  ～調理担当越冬隊から見た南極～」 

会員 八木 透様、森本 隆康様 「マイ プロフェッショナル」 

-祝日休会- 

-米山奨学生スピーチ- 

「マイナス金利下での資産保全」 

米山奨学生 ビシイ マイク キナマ様 

第38・45次日本南極地域観測隊 

  調理担当越冬隊 北田 克治様 

田村安祐美様、山本美帆様、 

山田麻紀子様、城甲実子様 

 

 

会員 吉村 光弘様 

「休会」 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

「知られざる 日本の地理」 

「ロータリーと奉仕活動について」 

-祝日休会-  

レー･ティ･ホン･ディップさん 李 立鼎さん 

「自己紹介とケニアについて」 

「新会員スピーチ」 齊藤 達也会員 

「未定」 

｢歌と古楽器によるアンサンブル｣ 

乙訓消防組合消防本部 次長兼警防課長 中島  光雄様 

 

野村證券(株)京都支店 法人課 課長 大西 一史様 

声楽家 笠原 雅仁様 古楽器奏者 植野 訓子様 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

 

担当 Ｒ財団委員長  

【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１８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２１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月２２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月２３日 

（水） 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「スーパーサーズデー」 

㈱京南 取締役会長 宇治鳳凰RC会員 小永井征也様 

「創立25周年事業報告会」 

夫人同伴例会「弦楽四重奏コンサート」 

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 ◆ 

京都府立大学 副学長 田中 和博様 

「休会」 


