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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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 第１２８９例会    ２０１６年１２月８日（木） Vol.２７-２０ 

１．１２月１日（木）に行いました年次総会において、

 信任投票により、次の方が次年度役員として満場

 一致で承認されました。 

 会長  林 良訓 会長ｴﾚｸﾄ 内田勝彦 

 副会長  髙橋英明 直前会長  中川俊夫 

 幹事  王  杲 会計 田中 守 

  ＳＡＡ  太田勝彦 

 出席者： 藤井、菱田、出射、稲掛、鎌野、児嶋 

   万殿、森、中川、太田、千田、瀬田 

   末永、谷口、德田、内田、内山、上原 

   上山、王、山本、安田、吉田 

２．１２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。 

３．１２月１５日（木）の例会は日時を変更し、  

 １７ 日（土）に「クリスマス家族例会」を行います。 

日 時  2016 年 12 月 1 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  中川、内田、稲掛、山本、王、内山、末永 

  万殿、児嶋、森、千田の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 
３．後期会費請求について 
４．第６回クラブ討論会（職業奉仕） 1/26（木） 
５．第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕）2/16（木） 
６．クリスマス家族例会について 12/17（土） 
７．西京少年野球桂川RC会長杯協力金について 
８．新年会について 
９．地区大会について   4/8～9（土・日） 
10 ．例会休会および休局について 
11 ． その他 

-年次総会‐ 

プログラム 

開会点鐘                                     12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

  今日の歌「たき火」 

 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－ 

       稲掛 英男会員 

   鎌野 孝和会員 

閉会点鐘    13：30 

タイ米山学友会が植樹活動 
 

9月12日、マレーシア・ペナン州で、米山学友会の創立総会

が開かれ、学友21人が出席しました。今年5月のソウル国際

大会への参加を機に、急速に結束を強めたマレーシアの 

学友たちが学友会創立に向けて動きだし、早期に実現した

ものです。 

創立会長に就任した黄麗容さんは、「日本在住の学友にも

声をかけ、マレーシアと日本の両方で、地域の環境保護や

教育に貢献できる活動を計画しています。参加する学友や

後輩たちの誇りになるよう頑張りたい」と抱負を語りました 。 

 今後、12月の当会常務理事会での承認を経て、正式に 

海外8番目の米山学友会となります。来年2月18日には設立

記念パーティを開催予定で、日本からも多くのお客様を  

お迎えしたいと、学友会で準備を進めています。 

 

 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。 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１２月 ９日（金）京都伏見ＲＣ、 

１２月１４日（水）京都西北ＲＣ 

１２月１５日（木）京都南ＲＣ、京都西山ＲＣ 

１２月２０日（火）京都東山ＲＣ、京都洛中ＲＣ 

１２月２１日（水）京都朱雀ＲＣ 

１２月２２日（木）京都洛東ＲＣ、京都モーニング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 

１２月１９日（月）京都紫野ＲＣ 

１２月２１日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１２月２２日（木）京都北ＲＣ、京都さくらＲＣ 

  以上、ビジター受付はありません。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率37％ 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 263,000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 64,000円 
目標額 400,000円 達成率 16％ 

 

森  正廣 

・鉄道博物館お世話になりましたが、 

 やっぱり私は乗り鉄です。 

BOXへ 上山 泰弘、吉田 修、稲掛 英男 

鎌野 孝和 

【ニコニコ箱】 小計 38,000円  今年度累計 631,000円   
目標額 1,300,000円 達成率49％ 

吉田  修 ・きょうは年一回の総会ですね。 

安田  勝 ・１２月になりました。 

中川 俊夫 ・カゼをひきました。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率44％ 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 241,000円 

BOXへ 児嶋 雄二、上山 泰弘、菱田 匡樹 

 

万殿 慎二 

・「秋の家族会」たいへん楽しみました。

 内山会員ありがとうございました。 

 

千田  適 

・今年も１か月となりました。 

 早いですね！ 

 

森  正廣 

・カローリング田辺大会でローラーを 

 まちがえる大チョンボ。 

上原 従正 ・今年もお世話になりました。 

德田 正彦 ・師走になりましたね。 

 

稲掛 英男 

・内山さま 家族会ではお世話になり

 ありがとうございました。 

 

瀬田 保二 

・先日の家族会では孫たちが大変 

 お世話に成りました。 

藤井文治郎 ・上原先生家庭集会お世話様でした。 

 

德田 正彦 

・家族会楽しみにしていましたが残念で

 した。 

 

 

吉田  修 

・稲掛先生 素晴らしいペンをありがと

 うございます。大事に使わせていただ

 きます。 

 

山本 拓生 

・上原先生 

 炉辺ありがとうございました。 

 

中川 俊夫 

・今日は年次総会です。 

 よろしくお願いします。 

◆地区行事 

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～ 

◆クラブ行事 

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 

１２月２９日（木） 休会 

 １月 ５日（木） 休会 

「クリスマス家族例会」 

   １７：３０受付 １８：００より 

次回例会 １２月１７日（土） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月１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％ 

１１月１７日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．４６％ 

ご来客０名 

 

谷口 泰義 

・家族会炉辺会合とも楽しませて頂き

 ました。 

末永  寛 ・家族会欠席おわび。 

太田 勝彦 ・そうとう、やっています。 

BOXへ 稲掛 英男、上山 泰弘、鎌野 孝和 

出射 靖生 ・寒くなりましたね。 

出射 靖生 ・今年もあと１ケ月 

 

山本 拓生 

・内山先生家族例会 

 ありがとうございました。 

 

 

吉田  修 

・いよいよ師走 

 風邪（インフルエンザ）をひかないよう 

 乗り切ろう！！ 

 

内山 正元 

・１２月です。 

 皆様、ケガのないように。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

 今日の歌   

「たき火」 
 

垣根の垣根の 曲がり角 

たき火だ たき火だ 落葉たき 

あたろうか あたろうよ 

北風ピープー ふいている 



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１５日 

（木） 

京都産業大学 教授 法務研究科研究科長 

 京都東ＲＣ会員 草鹿 晋一様 

【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】 

「御寺（みてら）の風景」 

 

「我が国の貧困問題とその解決法」 

「年末家族会」開催の為、臨時変更⇒１１日（日） 

「小丸屋の生き方（継承の仕方）」 

「変わる学力像と学校教育のあり方」～キャリア教育の視点から～ 

「幸せへの扉～二胡から奏でる～」 

奈良女子大学非常勤講師 樽井 由紀様 「温泉の歴史と楽しみ方」 

クラブ・デー 

年末会員家族懇親会のため例会変更 

「年忘れ家族親睦会」 

＊ビジター受付はありません。 

二胡奏者 米山学友 姜 暁 艶様、 ピアノ奏者 中島 幸子様 

 

会員 藤田 浩哉様 

会員 長谷川 晃様 

「男のきもの」 

「忘年家族会」のため例会日時・場所臨時変更 

「未定」 

「大学で法を学ぶ意味―なぜ京都で？」 

「未定」 

「スペシャルオリンピックスについて」 NPO法人 スペシャルオリンピックス日本･京都  

専務理事 京都R.C.会員 木本  和秀様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「年忘れ家族会」 

「酉歳を迎えるに」  山口 琢也会員 

「未定」 

～年忘れ家族会の為、例会時間変更～ 

京都教育大学名誉教授  

京都市教育委員 高乗 秀明様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

（有）織匠小平 代表取締役社長 小平 真滋郎会員 

＊ビジター受付はありません。 

新会員  清野 篤様 

小丸屋 代表取締役 住井 啓子様 

【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 

１２月９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１２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月１３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月１４日 

（水） 

 ㈱クリップ代表取締役  

社長 島田 昭彦様 

「スーパーサーズデー」 

 

台北新生扶輪社訪問（親睦旅行）のため、例会変更 

-新入会員スピーチ-「良い弁護士の見分け方―弁護士のレベルの３段階」  牧野 誠司様 

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 ◆ 

(有）オフィス・バンバン 歌手 ばんばひろふみ様 

「２０１７年、どうなる京都、日本、世界！-激変する時代を生き抜く３つの知恵とは？-」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 


