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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１２８８例会    ２０１６年１２月１日（木） Vol.２７-１９ 

１．本日は年次総会です。 

２．例会終了後、１２月度定例理事役員会を開催いた

 します。 

３．本日、京都ブライトンＨにおいて、市内２４ＲＣ

 連絡協議会合同幹事会が開催されます。山本幹事と

 太田副幹事が出席します。 

４．１２月１０日（土）嵐山東公園内グランドにおいて

 第２４回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会決勝戦が行わ

 れます。太田青少年奉仕委員長が参加されます。 

５．１１月２７日（日）「秋の家族会」が行われました

 会員、家族２７名が参加しました。 

６．１１月２７日（日）京都文教学園において、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 ました。 

 クラブ・デー 

 第５回クラブ討論会 

  -会員スピーチ‐ 

 万殿 慎二会員 

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 

 ‐年次総会- 

 閉会点鐘    13：30 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

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 

  以上、ビジター受付はありません。 

 

札幌真駒内ＲＣウェルカムパーティー 

 

平成28年11月16日（水）友好クラブである真駒内ＲＣ

から会長以下４名のメンバーが京都にお越しになり

ました。 

朝早くの飛行機で東京を経由し、そのあと新幹線で 

京都までお越しくださいました。 

児嶋会員の手配で「てらさき」さんでウェルカム

パーティーを開催したところ、京都桂川ＲＣのメン

バーも多数参加していただき、盛況里に終わること

ができました。メニューはこれから恋しくなる河豚

づくし。 

北海道ではあまり河豚を食されないそうで、興味深

く味わっていただけたと思います。ヒレ酒も人気で

いつもより吞んでしまわれた方も多いのでは？ 

６月の合同例会の成功と、今後を見据えたお互いの

親睦について多いに語り合い、夜が更けていったの

でありました。紅葉のシーズンでホテルの確保が難

しい中、メンバーの 藤井会員の手配で宿泊できた

ことも喜んでおられました。 

回を重ねるごとに親睦が深まる両会。今後ますます 

心の距離が縮まり、末永く良きパートナーとなりま

すように。（札幌真駒内ＲＣ4名、桂川ＲＣ13名） 

（報告：山本幹事） 

１１月会員誕生日お祝い 

千田会員、中川会長と 

髙橋会員 

 

 クリスマス家族例会のご案内 

 
 日 時： ２０１６年１２月１７日（土） 

   １７：３０受付 １８：００より 
 

 場 所： 京都センチュリーホテル 
      ＊12/15（木）の例会はありません。 
 

 会 費： 会員 １０，０００円 ご家族 ８，０００円 

 

      多数のご参加お待ち申し上げます。 

 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率35％ 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 249,000円 

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 62,000円 
目標額 400,000円 達成率 16％ 

 

稲掛 英男 

・インフルエンザが京都でも出だしてい

 ます。御注意を。 

BOXへ 鎌野 孝和、千田  適 

【ニコニコ箱】 小計 22,000円  今年度累計 593,000円   
目標額 1,300,000円 達成率46％ 

 

万殿 慎二 

・本日スピーチさせていただきます。

 どうぞよろしくお願いします。 

稲掛 英男 ・朝夕 寒くなりましたネ。 

 

中川 俊夫 

・皆さん寒くなりました。 

 カゼをひかないように。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率40％ 

【 】 小計  5,000円 今年度累計 223,000円 

BOXへ 児嶋 雄二 

山本 拓生 ・自祝 

 

森  正廣 

・１年３か月ぶりのテニスは、さすがに

 力が入りませんでした。 

ビニー君のホストファミリーの山本さんは毎月ガバナー事務所

に月次報告を提出されています。ビニー君の様子が詳しくわか

りますので１１月分より週報に掲載します。         

 

稲掛 英男 ・万殿会員のスピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・本日は万殿会員のスピーチです。 

末永  寛 ・万殿君のお話を楽しみに。 

山本 拓生 ・万殿さんのスピーチ楽しみに。 

 

菱田 匡樹 

・万殿さんのスピーチ楽しみにして

 おります。 

 

髙橋 英明 

・鎌野先生 炉辺会ではお世話になり

 ました。 

林  良訓 ・大嶽様、ご苦労さまです。 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を願って。 

出射 靖生 ・関東は雪ですね。 

谷口 泰義 ・大嶽さんようこそおいで下さいました。 

 

内山 正元 

・秋の家族会参加の皆様、集合時間に

 遅れないようにお願いします。 

 

中川 俊夫 

・万殿会員のスピーチを楽しみにして 

 います。 
◆地区行事 

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～ 

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 

－会員スピーチ－ 

     稲掛 英男会員、鎌野 孝和会員 

次回例会 １２月８日（木） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２４名（６名）９２．３１％ 

１１月１０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．１５％ 

ご来客１名 

千田  適 ・年を一つ加えました。 

 

 

森  正廣 

・リニアとかける都留ロードレース

 第一回目が道の駅「つる」で開催され

 ました。 

太田 勝彦 ・やってます。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

安田  勝 

・鎌野先生 炉辺会合お世話になりまし

 た。 

★健康状態 

 良好、問題なし。 
 

★通学・勉強状況 

 数学の進度が全く違い理解できずにいたので学

校の配慮により、科目を変更していただきました。

日本語授業は週２回西京ＯＢが来て見て下さってい

ます。部活の連絡がうまく取れていなくて集合時

間・場所の変更などが伝わらなかったので改善して

いただきました。 
 

★ロータリー等の参加行事 

 月１回の例会に参加。１１月にスピーチを行う

予定でしたが日程が合わず来月以降に行います。 
 

★見学・旅行 

 ロータリーのエクスカーションに参加。姫路城

や宮島、広島平和記念公園に行かせてもらいまし

た。帰ってから感想を話してくれました。 
 

★その他 

 平日は朝７：２５に出発し、帰りは２０：００頃

です。１時間ほど食事をしながら話をし、２１：００

には部屋に入ります。２４：００に 寝るようで

す。休みの日はゆっくりしていますが規則正しく過

ごしているように思います。 



2016-17年度 第２回炉辺会合（第４班）の報告 
 

日時： １１月１９日（土）午後６時 

場所： 玄品ふぐ四条烏丸の関 

参加者：菱田、田中、上山、安田、高橋、鎌野 

 

先ずテーマの同好会問題に関して、休眠状態の同好

会の覚醒を図る一方、出来るだけ多くの人々が参加

できるような会を追求するほうが良いとの意見が出

た。 

その後上山会員の歯にまつわる話を中心に話に花が

咲きあっという間の２時間であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告：鎌野） 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

「秋の家族会」が開催されました。 

 

親睦委員会委員長 内山正元 

 

１１月２７日（日）、あいにくの雨の中、京都鉄道博物館の見学に出かけてきました。中川会長ご夫妻 

山本幹事ご夫妻をはじめとして合計２７名の参加がありまし

た。 

午前１０時に入館。プロムナードを通り、３階建ての展示館

へ。蒸気機関車から新幹線までの５３車両が勢揃い。２階へ

あがると、鉄道ジオラマや運行のしくみの展示がありまし

た。全体の規模の大きさに、一同が驚く。 

正午丁度に再び集合し、徒歩１０分で昼食会場

の「てらさき」へ。とりのから揚げとお吸い物

が絶妙な味でした。お酒も十分にいただき、 

午後２時前に、現地解散となったしだいです。 

なお、ビニー君、瀬田さんのお孫さんの参加

で、平均年齢がぐっと下がりまし

た(^_^) 

2016-17年度 第２回炉辺会合（第３班）の報告 
 

日 時：１１月２７日(日) 午後６時～８時 

場 所：からすま京都ホテル「入船」 

メンバー：藤井、王、谷口、山本、上原の各会員 
 

内 容：当日は朝より昼過ぎまで秋の家族会が京都鉄道

博物館であり、懐か

しの蒸気機関車や

電車の展示を楽し

み、昼食は味処「て

らさき」で満腹した

後であったが、仕切

り直して季節の料

理で飲食をしまし

た。最近の政治、経

済の話題や動向に

ついて世間話をし、テーマの「同好会の現状と新同好会の

提案」ではゴルフは実績があり同好の会員が多いですが、

釣りトレッキングも同好の会員が多く賛同が得られるの

ではないかとの提案がありました。 

 

（報告：上原） 

 

 



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 

「未定」 
【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～ 

１２月８日 

（木） 

ｱｰﾁｪﾘｰ選手 林 勇気様 

【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】 

「嵯峨野奨励金表彰式」 

 

「創業100周年を迎えて」 

「宇治茶800年の歴史散歩-ゆかりの地を訪ねて」㈱堀井七茗園 代表取締役社長 堀井長太郎様 

「ビートルズは初めから分裂していた」 

「年次総会」 

「都市の緑が果たす防災機能」 

ＲＩ第2650地区 地区幹事長 京都洛西ＲＣ会員 加藤 善彦様 「雑感」 

浄土宗派僧侶による雅楽の演奏 

「日本画の誘い」 

‐休会- 

会員 佐野喜一郎様 

京都市右京区副区長  片山 博昭様+ 

 

 

 

会員 森田 晴夫様 

「年次総会」 

～クラブ・デー～「年次総会」  

「未定」 

「2016 リオデジャネイロオリンピック出場その取り組みと挑戦」 

「ラオスポリオミッションの報告とお礼」 

-新会員スピーチ-「黒四について」 井上 正英様 

愛知県立芸術大学学長、日本・美術院同人理事 松村 公嗣様 

クラブデー「私の履歴書」 

「会員スピーチ」 中嶌 重男会員 

「未定」 

「品質本位の茶づくりをめざして」 

 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

㈱丸久小山園 代表取締役社長 小山 元治様 

 

 

新会員  清野 篤様 

ノートルダム女子大学人間文化学部教授 

元副学長 小林 順様 

【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 

１２月２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 

１２月５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月７日 

（水） 

里内忠一理事、前野嵯希会員 

「『労働基準監督署対応の基本』と『労災事故と企業のリスク』」 

第2650地区国際奉仕委員長 

奈良東RC会員 浦島  睦様 

「第４回クラブ協議会 上半期進捗状況の検討と後半のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討」 

クラブ・デー・年次総会 

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 ◆ 

 

「モンゴル植林事業報告」 


