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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” 』 
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ガバナー 刀根荘兵衛氏 
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 第１２９１例会    ２０１６年１２月２２日（木） Vol.２７-２２ 

１．先週のクリスマス家族例会には多数の会員、ご家族の

 ご参加ありがとうございました。 

２．次週の例会は休会です。 

３．１月１２日（木）例会終了後、１月度定例理事役員会

 および次年度理事役員会を開催します。 

2016-17年度 第２回炉辺会合（第１班）の報告 
  

 開催日時  12月12日（月）  

 場   所  御料理 たまりや  

 出 席 者  瀬田 森 出射 林 万殿 

  

祇園南、花見小路沿いの2階にある「たまりや」さんで

炉辺会合を開催いたしました。 

次年度会長の林会員がおられることもありテーマの 

同好会についてより離れて、次年度の事業や会員増強

などについて話し

ました。おいしい

お料理とおいしい

お酒そして様々な

意見や提案、たい

へん楽しい時間を

共有することがで

きました。 

 

報告者：万殿慎二 

2017年の年賀状は現役奨学生がデザイン 
 

米山記念奨学会事務局では、評議員・理事・地区米山奨学

委員長・ 他団体など、毎年約 500 枚の年賀状を送ってい

ます。今回は、 第2760地区の現役奨学生で名古屋工業大

学大学院修士課程にて工学を専攻するグェンシンコンさん

（ベトナム／あまＲＣ）が、 年賀状のデザインをしてください

ました。  
 

【シンコンさんからのメッセージ】  

米山奨学金の合格通知をいただき、他の奨学金を辞退して 

ロータリー大家族の出逢いを楽しみにしていました。  

そして素敵な方に出逢いました。  
 

年賀状では鶏の家族の暖かい愛情を表現し、ヒナの目と 

お父さんの目は幸せに見合っています。そして、 お父さん

とお母さんは子供を一緒に支えています。  

これは、僕の奨学生としての実感です。  
 

出逢いは本当に奇跡であり、その奇跡の元は愛であること

をロータリアンから学びました。今言えることは、米山奨学生 

になってよかったです。皆さんの暖かさに包まれ幸せです。  

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４回クラブ協議会（上半期の締め括り） 

閉会点鐘    13：30 

 

 会員誕生日お祝い １２月おめでとうございます 

  ６日 一口茂樹会員 １５日 山本拓生会員 

 １５日 吉田 修会員  
 

 夫人誕生日お祝い 

  ４日 出射靖生会員夫人 喜代子様 

 １１日 千田 適会員夫人 満紀子様 

 ２８日 吉田 修会員夫人 末子様 

 ３０日 王  杲会員夫人 程 静様 
 

 結婚記念日お祝い 

  ２日 瀬田保二会員  ６日 林 良訓会員 

  ６日 中川俊夫会員  
 

 創業記念日お祝い 

  １日 山本拓生会員 山本拓生司法書士事務所 

 １２日 鎌野孝和会員 かまの外科医院 

クリスマス家族例会の 

報告は年明け１月１２日の 

週報に掲載いたします。 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１２月２６日（月）京都中ＲＣ 

１２月２７日（火）京都洛中ＲＣ 

 １月 ４日（水）京都ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます 

１２月２６日（月）京都紫野ＲＣ、京都平安ＲＣ 

１２月２７日（火）京都東山ＲＣ 

１２月２８日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

   京都嵯峨野ＲＣ 

１２月２９日（木）京都南ＲＣ、京都北ＲＣ 

   京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ 

   京都モーニングＲＣ 

   京都西山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41％ 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 293,000円 

1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 37％ 

【 】   小計  1,000円 今年度累計 22,000円 

【 】   小計 5,000円 今年度累計 71,000円 
目標額 400,000円 達成率 18％ 

吉田  修 ・ノムルンさん メリークリスマス！ 

【ニコニコ箱】 小計 28,000円  今年度累計 680,000円   
目標額 1,300,000円 達成率52％ 

 ・メリークリスマス。 

 

万殿 慎二 

・林さん  

 炉辺会合ありがとうございました。 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 550,800円 達成率48％ 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 264,000円 

吉田  修 ・メリークリスマス 

内山 正元 ・楽しい年末年始になりますように ^o^ 

 

山本 拓生 

・メリークリスマス！内山先生  

 段取りありがとうございます。 

 

千田  適 

・今年もとりあえず無事に終えること

 を感謝して！ 

谷口 泰義 ・寒いですね、体に気をつけて。 

稲掛 英男 ・ノムルンさんようこそ。 

万殿 慎二 ・ビニー君 ようこそ。 

吉田  修 ・本日、２回目の忘年会でーす。 

中川 俊夫 ・ようこそ クリスマス家族例会へ。 

◆地区行事 

 １月１４日（土） 第２回青少年奉仕担当者会議 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 13：00～16：00 

◆クラブ行事 

１２月２９日（木） 休会 

 １月 ５日（木） 休会 

 １月１２日（木） １月度定例理事役員会・次年度理事役員会 

 １月２９日（日） 新年会および新入会員歓迎会 

「年男放談」 

出射 靖生会員 

次回例会 １月１２日（木） 

◇出席率報告◇ -クリスマス家族例会- 

出席率報告『１２月１７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（１０名） 出席者 １７名（６名）６９．２３％ 

１２月１日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３１％ 

ご来客１２名 

上原 従正 ・会員、ご家族のご健康を祈念して。 

中川 俊夫 ・皆さん 今年は良い年でしたか？ 

BOXへ 内田 勝彦、稲掛 英男 

内田 勝彦 ・ノムルンさん メリークリスマス！ 

万殿 慎二 ・ノムルンさん ようこそ。 

千田  適 ・メリークリスマス！来年もよろしく。 

内田 勝彦 ・ビニー君 ようこそ。 

 

第２４回京都桂川RC 

会長杯野球大会決勝戦 

 
 

12月10日の朝、風は強いが雲の 

切れ間から明るい日差しが差し 

込む空の下、京都桂川ロータリー

杯優勝決定戦が行われました。 

子供たちのきびきびした姿を見て

いるだけで心から清々しい気持ち

になり、この活動の意味深さを 

感じ至りました。 

 

  青少年奉仕委員長：太田勝彦 

 

万殿 慎二、内田 勝彦、内山 正元 

稲掛 英男、髙橋 英明、藤井文治郎 

安田  勝、末永  寛、德田 正彦 

末永  寛 ・マジックを楽しみに。 

内山 正元 ・この一年、皆様 お世話になりました。 

BOXへ 吉田  修 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん楽しみました。 



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 

-休会- 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 ＊ビジター受付はありません。 

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２９日 

（木） 

＊ビジター受付はありません。 

【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】 

-休会- 

旅館 お花坊 女将 小西 綾子様 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

新入会員スピーチ「失敗しない生前整理」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 「冬の家族親睦例会」開催の為、例会日時変更 

「未定」 

-休会- 

-休会- 

＊ビジター受付はありません。 

会員  疋田  忠様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

 

「クリスマス忘年例会」 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

年忘れ家族会開催の為、２５日（日）に臨時変更 

「ＣＳＲと陰徳」 京都府副知事 山下 晃正様 

＊ビジター受付はありません。 

-休会- 

‐休会- ＊ビジター受付はありません。 

休会- 

-休会- 

 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

 

＊ビジター受付はありません。 

 

【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２３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２６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月２７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月２８日 

（水） 

IQOS市場開発エグゼクティブ 西田 拓様

IQOS市場開発スーパーバイザー 今井 宏様 

-休会- 

＊ビジター受付はありません。 

-祝日休会- 

‐休会- 

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 ◆ 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「IQOS（加熱式たばこ）これがすべてを変える」 

 

＊ビジター受付はありません。 


