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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 
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事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 
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 第１２８７例会    ２０１６年１１月２４日（木） Vol.２７-１８ 

１．１１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

 出席いたしました。 

２．１１月２７日（日）「秋の家族会」が行われます 

３．１１月２７日（日）京都文教学園において、ロー

 タリー・リーダーシップ研究会第2650地区RLIパー

 トⅢ研修会が開催され、林会長エレクトが出席され

 ます。 

日 時  2016 年 11 月 10 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、内田、林、山本、王、瀬田、内山、 

  末永、髙橋、万殿、太田、児嶋、千田、  

  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記念例会参加報告  

1/6（日）～11/8（火） 
４．ビジターデーについて 11/17（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．年次総会について 12/ 1（木） 
８．選挙管理委員会のメンバー決定について 
９．クリスマス家族例会について 12/17（土） 
10．第３回クラブ協議会（上半期締め括り）12/22（木） 
11．定款・細則について 
12．山本龍一郎君の青少年交換学生派遣承認について 
13．その他 
 ・次年度米山奨学生について 
 ・京都駅前新ホテル建設にともなう連絡事項 

「ローターアクトを提唱するメリットについて」 

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名の生徒が参加され

ました。 

プログラム 

開会点鐘                                     12：30        

  ロータリーソング「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

  今日の歌 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

 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 

 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」 

  -会員スピーチ‐  万殿 慎二会員 

閉会点鐘    13：30 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１１月２８日（月）京都西ＲＣ 

１１月３０日（水）京都西北ＲＣ 

１２月 ８日（木）京都西山ＲＣ 

１２月１５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 

１２月 ９日（金）京都紫竹ＲＣ 

１２月１５日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 

１２月１６日（金）京都東ＲＣ、京都洛西ＲＣ 

    京都紫竹ＲＣ、京都乙訓ＲＣ   

  以上、ビジター受付はありません。 

 

会員誕生日お祝い 

  １日 髙橋英明会員 １６日  松尾義平会員 

 ２２日 千田 適会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １１日 田中   守会員夫人 喜美子様 

 ２２日 内山正元会員夫人 容子様 

 ２８日 中川俊夫会員夫人 美智子様 
 

結婚記念日お祝い 

  １日 出射靖生会員  ３日  山本拓生会員 

  ６日 鎌野孝和会員 １６日  森 正廣会員      
 

創業記念日お祝い 

  ５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院 

１１月おめでとうございます 
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 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率33％ 

【 】 小計 6,000円 今年度累計 238,000円 

― 年次総会 ―   

次回例会 １２月１日（木） 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 35％ 

【 】   小計    0円 今年度累計 21,000円 

【 】   小計 2,000円 今年度累計 60,000円 
目標額 400,000円 達成率 15％ 

万殿 慎二 ・ようこそ小原さん 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

【ニコニコ箱】 小計 61,000円  今年度累計 571,000円   
目標額 1,300,000円 達成率44％ 

RI第2650地区 

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長 

宮本 研二様 

・京都桂川ロータリークラブの皆様 

 本日はよろしくお願い致します。 

札幌真駒内RC 

澁谷 良治様、齋藤 康嗣様 

内海 知行様、横田  靖様 

・ 

 

 

稲掛 英男 

・ローターアクト代表 宮内様および 

 ローターアクト委員長 宮本様を 

 お迎えして。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月１７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％ 

ご来客１３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 

 

 

谷口 泰義 

・ローターアクトの事業ごくろうさん

 です。宮本委員長ロータリーにも 

 よろしくお願いします。 

吉田  修 ・宮内様 宮本様をお迎えして。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率40％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 218,000円 

BOXへ 鎌野 孝和 

万殿 慎二 ・ようこそ多賀さん。 

稲掛 英男 ・朝は寒くなってきましたネ。 

 

菱田 匡樹 

・宮内様、宮本様 おこしいただき 

 ありがとうございます。 

 

児嶋 雄二 

・札幌真駒内ＲＣの皆様 

 よくいらっしゃいました。 

森  正廣 ・札幌からようこそ。 

 

上原 従正 

・札幌真駒内ロータリークラブの皆様 

 ようこそ。 

德田 正彦 ・札幌真駒内ＲＣの皆様をお迎えして。 

千田  適 ・真駒内ＲＣの皆様 ようこそ！ 

 

吉田  修 

・札幌真駒内ロータリークラブの皆様 

 ようこそ！ 

万殿 慎二 ・ようこそ札幌真駒内の皆様。 

内山 正元 ・紅葉の季節となりましたね。 

 

稲掛 英男 

・札幌真駒内ロータリークラブの皆さん 

 ようこそ。 

 

森  正廣 

・小学校の同窓会、年に１回になって

 今年は１４人集りました。 

太田 勝彦 ・やります！ 

 

中川 俊夫 

・宮内様、宮本様  

 今日はよろしくお願致します。 

中川 俊夫 ・ようこそ札幌真駒内ＲＣの皆様。 

末永  寛 ・真駒内ＲＣの皆様 ようこそ。 

BOXへ 吉田  修 

◆地区行事 

１１月２７日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） 

  第2650地区RLIﾊﾟｰﾄⅢ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00 

１２月 １日（木） 第２回京都市内２４ＲＣ連絡協議会 

 合同幹事会 

 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 18：30～ 

１２月１１日（日） 2016-17年度 青少年交換プログラム 

 「臨時」受入学生カウンセラー研修会 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 11：00～ 

１２月１１日（日） 2017-18年度 派遣予定学生 

 第２回研修会 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 13：30～ 

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 

BOXへ 鎌野 孝和 

安田  勝 ・札幌真駒内ＲＣの皆様をお迎えして。 

王   杲 ・札幌真駒内ＲＣ様 京都へようこそ！ 



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 

「食べることの愉しみと意義」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
㈱ジオード 代表取締役  フードコラムニスト  

あまから手帖編集顧問     門上 武司様 

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～ 

１２月１日 

（木） 

熊本県阿蘇郡西原村 村長 日置 和彦様 

【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】 

「クラブ・デー」 

落語 桂二乗様 

-イニシエーションスピーチ-「 フライフィッシングの楽しみ方 」 

「フィールドから見渡した世界」 

「地域活性化のための会計人からのメッセージ」 

「クラブアッセンブリー」上半期活動報告・下半期活動計画 

‐休会‐ 

会員 小森 一宏様 「ラオスポリオミッション報告」 

「落語の世界の住人たち」 

「2017年の株式市場見通し」 

「ローターアクトを提唱するメリットについて」 

会員 川下 晃正様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

担当 創立50周年記念事業実行委員会委員長 中村 翠嵐様 

RI第2650地区広報委員長 奈良大宮ＲＣ会員 髙野 治様 

 

会員 加座 教雄様 

「忍者とインバウンド」 

-休会- 

「広報新時代の到来」 

「未定」 

「宇治茶発展のこぼれ」話 

「『ＩＣＯＭ京都2019』の意義 」 京都国立博物館  館長 佐々木 丞平様 

みずほ証券(株) ｴｸｲﾃｨ調査部 ｼﾆｱﾃｸﾆｶﾙｱﾅﾘｽﾄ 三浦 豊様 

「私の履歴書」 

第６回クラブフォーラム（クラブ奉仕部門）  

「未定」 

「現代人の心と闇」 

各委員会委員長 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

地区ローターアクト代表 宮内   翼様 

京都学園大学 人文学部 心理学科 教授  山 愛美様 

伊賀流忍者 市川 伊蔵様 

 

京都市副市長 岡田 憲和様 

スポーツジャーナリスト 中西 哲生様 

公認会計士・税理士 

 京都南ＲＣ会員 長谷川佐喜男様 

【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 

１１月２５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２８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月２９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月３０日 

（水） 

日本貿易振興機構（JETRO） 

京都貿易情報センター所長 石原  賢一様 

「京都市の観光政策について」 

㈱山政小山園取締役顧問  

宇治商工会議所副会頭 小山 茂樹様 

「クラブ・フォーラム 創立25周年に向けて」 

クラブ・フォーラム 

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 ◆ 

 

「世界から京都へ、京都から世界へ」 


