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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）

『ロータリーにときめきを』

2016～2017RIﾃｰﾏ
RI会長 ジョン Ｆ．ジャーム 氏

『“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

2016～2017会長ﾃｰﾏ
会長 中川 俊夫

例 会

木曜日 12：30～13：30 京都センチュリーホテル

事務局

〒600-8216 京都市下京区東洞院塩小路下る
京都センチュリーホテル内
TEL(075)344-5000 FAX(075)344-1340

ホームページ http://katsuragawarc.com/
メールアドレス katurarc@abeam.ocn.ne.jp
創 立
1989年(平成元年)７月２７日
クラブカラー ライトブルー
【姉妹クラブ】 台湾三重中央ロータリークラブ
【友好クラブ】 札幌真駒内ロータリークラブ
【提唱ＩＡＣ】 京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ

第１３１０例会

２０１７年６月１日（木） Vol.２７-４１

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

５月２０日（土）リーガロイヤルホテルに
おいて賛西会が開催されました。

食事歓談

参加者：児嶋、万殿、森、中川、德田、王、吉田の各会員

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告
寄付報告
スピーチ
‐会員スピーチ‐

13：00
德田 正彦会員
田中
守会員

閉会点鐘

13：30

１．本日、京都洛中ＲＣより次年度IMのインフォ
メーションに来られています。
２．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催い
たします。
３．今月はビジター月間です。この機会にロータ
リーに関心のある友人、知人にお声がけください。
４．５月２７日（土）2017-18年度クラブ委員長対
象「クラブロータリー情報委員長会議」が開催さ
れました。谷口会員が出席されました。
５．６月４日（日）「春の家族会」か開催されま
す。ご参加よろしくお願いします。
６．６月４日（日）青少年交換学友主催のフェア
ウェルパーティが開催されます。ビニー君、山本
龍一郎君が参加されます。
７．６月８日（木）京都ホテルオーラクにおいて、
京都市内２４RC連絡協議会第３回合同幹事会が
開催されます。 太田、王、万殿、森の各会員が
出席します。

◇クラブ名の変更
次年度７月１日より、京都西山ＲＣがクラブ名を変
更されます。
京都西山ＲＣ → 京都イブニングＲＣ
◇例会臨時変更および休会のお知らせ
６月１５日（木）京都モーニングＲＣ
６月１６日（金）京都乙訓ＲＣ
６月２０日（火）京都東山ＲＣ
６月２２日（木）京都南ＲＣ、京都西山ＲＣ
６月２８日（水）京都西北ＲＣ
６月２９日（木）京都洛東ＲＣ
以上、ビジター受付は平常通り行われます。
６月２８日（水）京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ
６月２９日（木）京都さくらＲＣ
以上、ビジター受付はありません。

「春の家族会」「ギア」を見に行こう！
劇場でもない、ミュージカルでもない、
サーカスでもない！新感覚エンターティメント！！

日 時： ６月４日（日）
１１：４５ ビル前路上集合
（12：00～公演約90分間）

場 所： ギア専用劇場（ART COMPLEX 1928）
中京区三条御幸町東南角

クラブ・デー
第９回クラブ討論会
「ＲＬＩについて」
RI第2650地区ＲＬＩ
委員長 田中 文夫様

お食事： ビヤホール ミュンヘン 13：30～
中京区河原町通四条上がる一筋目東入

ＲＬＩとは、Rotary leadership institute
ロータリー・リーダーシップのことです。

５月会員誕生日お祝い
鎌野会員、児嶋会員、
中川会長、内山会員
おめでとうございます！

会 費： お一人 ５，０００ 円
参加者： 藤井、鎌野、万殿、森、谷口、德田、王の各会員
内山、山本夫妻、中川夫人、瀬田会員ご家族、
松本先生、事務局 16名
GEAR（ギア）にはジャグリング・ブレイクダンス・マジッ
ク・パントマイム、そしてヒロイン役のドールとして5人
の登場人物がでてきます。その5人の生のパフォーマ
ンスと、プロジェクションマッピングやレーザー、巨大
ファンや音響効果などの舞台装置の演出が絶妙に組
み合わさった総合舞台芸術です。

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA

「第２０回 川クラブ友好の集い」の報告
2017年5月21日(日曜日)
和歌山粉河ロータリークラブ
（楠見 雅信会長 澤田 雅之実行委員長）
集合・登録受付 10時
出 発
10時30分
会 費
10,000円
見 学
根来寺、医聖・華岡青洲 春林軒展示館
食 事
いろは(背ノ山) 紀ノ川畔
解 散
15時30分 ＪＲ和歌山駅東口
日 時
世話クラブ

参加クラブ

行 程

岡山旭川ＲＣ(6名)、西宮夙川ＲＣ（4名）、芦屋川ＲＣ（3名）、
川西猪名川ＲＣ(1名）、橋本ＲＣ(2名・元橋本紀ノ川ＲＣ)、粉河Ｒ
Ｃ(15名)、京都桂川ＲＣ（中川、鎌野、森、谷口、徳田、田中・夫
人、安田、吉田・夫人、上原 11名）
参加者42名
ＪＲ和歌山駅東口より全員が観光バスで岩出市の興教大師が開山した
新義真言宗草本山 根来寺に向かい、新緑の楓が映える国宝の大塔、
重要文化財の本尊三尊像などを見学した。昼食は紀ノ川の河畔の料亭
「いろは」でのどかな川の流れと新緑の山々を望み、大正琴の音を聴
きながら心づくしの料理をいただき各クラブと交流・親睦を一段と深
めることが出来ました。午後は医聖 華岡青洲の生誕地で世界最初に
全身麻酔による乳癌手術を行った紀の川市の青洲の里の春林軒を訪れ
た。その地は粉河ＲＣのご当地であり維持運営や顕彰碑建立などの
地域支援をされていました。その後は予定時刻にＪＲ和歌山駅に戻り
来年の再会を約束して解散し帰路についた。

次回世話クラブ

西宮夙川ＲＣ

友好クラブ委員長

上原 従正

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
「年度末会員懇親会 」兼 井上会員「歓迎会」
日 時：

６月２４日（土）１８：００～
よしや

場 所：
会 費：

嵐山 良彌 ℡ 871-0448
右京区嵐山渡月橋北詰東

適
正佳

BOXへ

鎌野

孝和

】 小計 13,000円 今年度累計 695,000円
1人当たり24,000円

１０，０００円

目標額 1,300,000円 達成率93％

・本日はお世話になります。

京都洛南RC
桜澤 仁志様

・川クラブ参加の皆様
先日はご苦労様でした。
・川クラブ（幹事 粉河）に参加され
た皆様にはお世話様でした。
・「川クラブ友好の集い」帰りは
和歌山線で帰りました。

德田 正彦
森

正廣

・昨夜、素晴らしいギター演奏を聞き
ました。
・田中文夫様をお迎えして。
・田中さんのお話を楽しみに。

井上 正佳
内山 正元
末永
寛

・田中文夫様をお迎えして。
・田中文夫様をお迎えして。

吉田
修
稲掛 英男

・田中文夫委員長のスピーチ楽しみで
す。
・太田会員お久し振りです。
・雨でも来ます。
・かぜひいてまんねん。

万殿
出射
太田
林

慎二
靖生
勝彦
良訓

雄二、鎌野

孝和

目標額 550,800円 達成率88％

・RLI田中委員長様 本日はよろしく
お願い致します。

中川 俊夫

・田中文夫様をお迎えして。

藤井文治郎

・田中文夫先生のお話し楽しみ！

王

杲

・賛西会ご参加の皆様ありがとう
ございました。

万殿 慎二

・賛西会のあと、なぜか奈良で一泊。

森

・川クラブの集いにご参加のみなさん
お疲れさまでした。
・川クラブ参加ごくろうさんでした。
粉 河クラブ の皆様の おもて なしで
楽しかったです。

安田

・上原先生川クラブにお世話様でした。

德田 正彦

・会長幹事会に参加して、大変勉強に
なりました。

王

・児嶋会員

出射

靖生

修、千田
寛

適

お世話になりました。

BOXへ

鎌野
万殿

【

孝和、吉田
慎二、末永

勝

杲

】 小計 1,000円 今年度累計 121,000円

BOXへ

【

吉田

】

吉田

小計

1人当たり2,000円以上

◆地区行事
６月 ４日（日）

６月 ８日（木）

】 小計 14,000円 今年度累計 489,000円
1人当たり180ﾄﾞﾙ以上

・田中文夫様をお迎えして。

目標額 400,000円 達成率 30％

上原 従正

高橋、児嶋

目標額 720,000円 達成率96％

中川 俊夫

・５月２１日の「川クラブ友好の集い」
で紀の川周辺を楽しみました。来年
は西ノ宮夙川RCがホストクラブです。

【

千田
井上

【

【ニコニコ箱】 小計 24,000円 今年度累計 1,221,000円

BOXへ

・中川会長あと１ヶ月頑張って下さい。
・風邪にはご注意ください。

６月１８日（日）

修

0円 今年度累計 38,000円
目標額 60,000円 達成率 63％

青少年交換学友会（ROTEX）主催
フェアウェルパーティ
京都駅中央改札口 11：00～
京都市内24ＲＣ連絡協議会
第3回合同幹事会（現・次年度合同）
京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 18：00～
青少年交換 派遣学生結団式並びに
壮行会 北ﾋﾞﾜｺﾎﾃﾙｸﾞﾗﾂｨｴ

◆クラブ行事
６月 ４日（日） 春の家族会 「ギア」
１１：４５ ギア専用劇場前路上集合
６月１５日（木） 休会
６月２４日（土） 年度末会員懇親会 兼 新入会員歓迎会
１８：００～ 嵐山 良彌

次回例会

６月８日（木）

-会員スピーチ「友よ！ 哭くな、、」

吉田
修会員
内田 勝彦会員

正廣
修

谷口 泰義

◇出席率報告◇
出席率報告『５月２５日』 （）内は出席免除会員
会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２６名（７名）９２．８６％
５月１１日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３１％
ご来客３名

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆
京都東

６月２日

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 「2650地区2017～2018幹事長として」

会員 岡野 益巳様

一瀬

京都伏見 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 ～情報集会まとめ～

（金）

京都洛西

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

「ハンガリーの習慣と食卓」

オカリナ奏者 鈴江 先子様

京都紫竹 【ブライトンＨ】 「土の響きに想いを込めて」

京都西

６月５日

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 音楽例会「楽しいオペラを」

みお様、渡辺 史公様、Altynbek Dastan様

京都紫野 【ブライトンＨ】 グループ懇談会報告会

（月）

京都中

ロータリーの森委員会 委員長
上村 和也会員

「第5回クラブフォーラム」～ロータリーの森について～

京都乙訓 【京都ｴﾐﾅｰｽ】

倫ロータリー情報委員長

米山奨学生 京都精華大学マンガ研究科
博士後期課程 カーロヴィチュ，ダル様

ロータリー情報委員会 委員長 室

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「創立２６周年記念夜間例会」開催の為、例会変更」 ＊ビジター受付は平常通り行われます。

18：30～ 京都平安 【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 「医食同源に思う」
６月６日

魏

京都東山 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 クラブ・デー

禧之会員

京都府議会議員 総務・警察委員会
委員長 荒巻 隆三様

「京都府の未来に求められるもの」

京都西南 【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】

（火）

輝男会員

京都洛中 【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「日本のハリウッド・京都の映画再生の径・・・」 映画監督 ㈱京都文化村代表 NPO京都映画

倶楽部理事 西垣 吉春様

京都洛南 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「理事退任挨拶」
京都

６月７日

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 -新会員スピーチ-「訪日外国人マーケットの最新事情について 」

京都西北 【らんざん】

（水）

京都北東 【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】
京都嵯峨野

各担当理事 名倉 良一様、小中 達磨様、若山 俊一様

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

森口 浩紀様

～クラブ・デー～「戦略計画・ロータリー情報部門 第１３回クラブフォーラム」
2016-17年度RYLA受講生 学校法人瓜生山学園
「2016-2017年度RYLAに参加して」
京都芸術デザイン専門学校 市川 亮祐様
「私の職業」

会員 西裏

玲様

京都朱雀 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「未定」
６月８日

京都南

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】

（木）

京都北

【ブライトンＨ】 -休会-

8：00～

-新会員スピーチ-

京都洛北 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

クラブデー「テーブルマナー」

京都洛東 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

「退任挨拶」

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

-新会員スピーチ-

18：00～ 京都西山
18：30～ 京都さくら

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

北尾 茂人会員、岡橋 寛明会員、西

＊ビジター受付はありません。
京都ホテルオークラ料飲課長
レストランサービス技能士 検定委員 山路 信之様
理事・役員
松井道宣会員、渡邉善忠会員
＊ビジター受付は平常通り行われます。

「休会」
「合言葉はレジリエンス！」

ロックフェラー財団 レジリエント・シティ京都市統括監
京都市前副市長 藤田 裕之様

2016～2017年度 役員・理事・委員会構成
(役員)

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任）

末永

寛

内田 勝彦

職 業 奉 仕 委 員 長 (理事)

髙橋
万殿
太田
児嶋

英明
慎二
勝彦
雄二

(役員)

林 良訓
稲掛 英男
山本 拓生
田中
守
王
杲

社 会 奉 仕 委 員 長 (理事)

(理事)

瀬田 保二

戦略計画委員長

(理事)

内山 正元
出射 靖生
上山 泰弘
吉田 修

副幹事
副幹事
副会計

(役員)

会長ｴﾚｸﾄ
直前会長
幹 事
会 計
S.A.A.

(役員)

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
ソング委員長

出席委員長
友好ｸﾗﾌﾞ委員長

）

奉仕プロジェクト委員長

(理事)

副会長（会員増強委員長兼任）

(役員)
(役員)
(役員)

基宏会員

中川 俊夫

德田 正彦
上原 従正

青少年奉仕委員長 (理事)
国 際 奉 仕 委 員 長 (理事)

広 報 委 員 長 (理事)
ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長

副S.A.A.
副S.A.A.（記録）

(理事)

森 正廣
千田 適
林 良訓
髙橋 英明
太田 勝彦
谷口 泰義
吉田
修
一口 茂樹

