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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１２８１回例会

２０１６年１０月６日（木） Vol.２７-１２

プログラム
開会点鐘

12：30

青少年交換派遣学生 山本咲良さんを受け入れてくだ
さっているブラジルのロータリークラブより親書が届き
ましたのでご紹介します。

国家「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
京都桂川ロータリークラブRID2650
中川 俊夫会長

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
「社会保障と税の一体改革」
近畿財務局 京都財務事務所
次長 林 展子様
閉会点鐘
13：30

１．本日例会終了後、１０月度定例理事役員会を
行ないます。

◇例会臨時変更のお知らせ
１０月１３日（木）京都南ＲＣ、京都洛東ＲＣ
１０月２０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。
１０月１２日（水）京都嵯峨野ＲＣ
１０月１３日（木）京都北ＲＣ、京都西山ＲＣ
１０月１９日（水）京都嵯峨野ＲＣ
以上、ビジター受付はありません。

-会員スピーチ-

藤井文治郎会員、出射 靖生会員

「秋の家族会」のご案内
日

時：

所： 京都鉄道博物館
味処「てらさき」 TEL : 075-371-2690

会

マリリア市、2016年8月29日

１１月２７日（日）

９：５０ 京都鉄道博物館入口
場

先日、貴方様の貴信を通して、国際ロータリー青少
年交換プログラムに参加されている山本咲良さんを
紹介していただき、まことに有難く存じます。
山本さんはJoão Augusto Sant′Ana とMara Silvia夫妻の自宅でホームスティされております。
Sant´Ana 夫妻はロータリアンではありませんが、
気立てがよい方々で、山本さんがこの一年間、ブラ
ジルで素晴らしい交流ができるように努力をされる
ことと思います。
山本咲良さんが初めて当クラブを訪問された時、
とても礼儀正しくて、ブラジルの文化にとても興味
を示し、驚かされました。山本さんには日本・京
都・ご家族について発表していただきました。交流
期間中、当方もできる限り、山本さんが楽しめるよ
う協力させていただきます。
当クラブ（Marilia Alto Cafezaロータリークラ
ブ）はブラジルの東南部サンパウロ州マリリア市に
設立され、主に青少年・高齢化社会のための活動を
行っております。
マリリア市は国内でもっとも大きな都市であるサ
ンパウロ市から４００キロ離れていて、ブラジルの
首都であるブラジリアからは９００キロ離れていま
す。人口は約二十四万人で、食料品（ビスケット・
飴・チョコレート・コーラなど）の工場や冶金産業
が盛んです。冶金産業では笹崎工場が代表的です。
窓やドアの生産では国内では一番で、これは日本人
一家が設立された工場です。また、マリリア市の隣
町にJactoという会社があり、農業用ギヤードや機
械用具のブラジル最大メーカーです。これも日本移
民者が設立された会社です。このように、当地区は
二十世紀のはじめから多くの日本移民者を迎えてお
ります。
当クラブは１９８８年に創立され、様々な職業で
活動している２５人の男性会員がおります。
今回、貴方様から紹介された山本さんを迎え、貴
方様のクラブと友好の関係を持つことができ、とて
も喜んでいるしだいでございます。これからもよろ
しくお願いいたします。

費： 大人・ご家族 お一人

５，０００円

Marilia Alto Cafezaロータリークラブ
Jurandir Afonso Ferreira 会長

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
－訃報－
９月２３日、谷口泰義会員夫人友子様が
お亡くなりになりました。
ここに謹んでご報告いたします。
心からご冥福をお祈りいたします。

【ニコニコ箱】 小計 25,000円 今年度累計 373,000円
目標額 1,300,000円 達成率29％

・谷口会員夫人のご冥福をお祈り致しま
す。
・息子の結婚式 無事に終わりました。
ありがとうございました。

中川 俊夫

・谷口夫人 残念です。
お悔み申し上げます。

山本

・一口さんと久しぶりに楽しみました。

万殿 慎二

・藤井会員、出射会員のお話しを楽し
みに。
・ノムルンさん ようこそ

瀬田
万殿

保二
慎二

・ノムルンさんお元気ですか。

上原

従正

・ノムルンさんようこそ
肋骨々折は３Ｗほど痛みますよ。

出射 靖生

・ノムルンさんお元気？

吉田

修

BOXへ

田中

守

髙橋 英明

【

】 小計 1,000円 今年度累計 47,000円

・次男が中学ラグビーで見事全国制覇
させていただきました。

山本 拓生

・スピーチさせていただきます。

藤井文治郎

BOXへ

・本日ドタキャンの林さんにかわり
スピーチさせていただきます。

出射 靖生

【

・藤井さん、出射さんのスピーチ楽しみ
です。

万殿

慎二

・出射さん、藤井さんのお話を楽しみに

末永

寛

・出射先生のスピーチ楽しみです。

田中

守

・文さん、スピーチ楽しみに。

吉田

修

・障がいのある人と一緒に走る「てんとう
虫マラソン」が府立木津川運動公園で
開催されました。

森

正廣

・山本幹事ご迷惑をかけ申し訳ない！

児嶋

雄二

・秋の家族会に、どうぞ。

内山

正元

・ノムルンさんようこそ。

菱田

匡樹

・やってます！

太田 勝彦

BOXへ

稲掛

【

英男

目標額 550,800円 達成率28％

・出射先生のお話楽しみに。

吉田

修

・豊洲市場の件
最大の功労者は舛添さんかも・・・

末永

寛

・３０年ぶりに佐渡ヶ島へ旅行に行き
ました。温泉も有り、見どころも多く
４㎏体重が増えました。

森

・本日、途中退席お詫び。

千田

・雨が多いです。秋晴れはいつか？

中川 俊夫

BOXへ

田中

【

吉田

】

小計

◆地区行事
１０月２２日（土）
１１月１１日（金）
１１月１２日～
１３日（日）

正廣
適

守

目標額 720,000円 達成率24％

修

0円 今年度累計 13,000円
目標額 60,000円 達成率 20％

賛成会会長・幹事懇親会
鳥せゑ蛸薬師店 18：30～
2015-16年度 賛西会 会長・幹事懇親会
ルナールブルー
インターアクト地区大会
福井工業大学附属福井高等学校

◆クラブ内行事
１１月 ３日（祝） 第24回京都桂川RC会長杯野球大会
小畑川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 8：30～
１１月 ７日（月） 台湾三重中央扶輪社創立28周年
記念例会
１１月１６日（水） 札幌真駒内ＲＣ ウェルカムパーティー
18：00～ 味処 てらさき
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」

次回例会

】 小計 11,000円 今年度累計 170,000円
1人当たり24,000円

目標額 400,000円 達成率 12％

1人当たり2,000円以上

】 小計 9,000円 今年度累計 152,000円
1人当たり180ﾄﾞﾙ以上

拓生

１０月１３日（木）

‐会員スピーチ菱田 匡樹会員、林

良訓会員

◇出席率報告◇
出席率報告『９月２９日』 （）内は出席免除会員
会員数 ３０名（１０名） 出席者 ２２名（４名）９１．６７％
９月６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８３．３３％
ご来客１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 ◆
１０月７日 京都東

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 「ヨットに魅せられて」

会員 高橋 隆様
弁護士法人都大路法律事務所弁護士 安保 千秋様

京都伏見 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 「居場所を失った子ども達」

（金）

京都洛西

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

「故郷のハンガリーとマンガとのつながり」

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，ダルマさん

京都紫竹 【ブライトンＨ】 「米山奨学生スピーチ」

「竹の径・かぐらの夕べ」

京都乙訓 【京都ｴﾐﾅｰｽ】
１０月１０日 京都西

金 貴皃（キム キア）様
特定非営利活動法人フロンティア協会 会長 徳丸 國廣様

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 -祝日休会-

京都紫野 【ブライトンＨ】 -祝日休会-

（月）

京都中

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 -祝日休会-

18：30～ 京都平安 【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 -祝日休会１０月１１日 京都東山 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

「ガバナー公式訪問所感」
米山奨学生スピーチ「人生はラッキですか？」

京都西南 【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】

（火）

R.I.第2650地区ガバナー刀根荘兵衛様
メガサリ エリザ クリスティン様

衣文道高倉流 たかくら会京都道場 会頭 熊谷 宝子様

京都洛中 【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「紳士力を高める五つの決め手」

京都おぶぶ茶苑 海外部門リーダー
シモナ・ザバッキーテ様

京都洛南 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「リトアニアから日本へ ～お茶に魅せられて」
１０月１２日 京都

-新会員スピーチ-

【京都Ｈｵｰｸﾗ】

京都北東 【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 「RLIについて」
京都嵯峨野

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

RLI委員会 委員 京都洛南R.C.会員 桜澤 仁志様
＊ビジター受付はありません。

「休会」

R.I.第2650地区ガバナー 刀根 荘兵衛様

京都朱雀 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 クラブ・デー
１０月１３日 京都南

京都北

（木）

8：00～

卓様

～クラブ・デー～「青少年部門第４回クラブフォーラム」

京都西北 【らんざん】

（水）

杉本 雅士様、國元

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】

-休会-

＊ビジター受付は平常通り行われます。

【ブライトンＨ】 ～夫人同伴夜間例会の為、例会時間変更～

会員 池田 義和様

京都洛北 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

クラブデー「私の履歴書」

京都洛東 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

「夜間例会 スーパーサーズデー」

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

-米山奨学生スピーチ-「美しい京都との出会い」

米山奨学生 郭 暁博さん
＊ビジター受付はありません

＊ビジター受付は平常通り行われます。

18：00～ 京都西山

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】

-移動例会-「社会奉仕『あらぐさ広場』について」

18：30～ 京都さくら

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

-米山月間スピーチ-「第二言語取得の話」

Ｈ京都】

米山奨学生 楊蕊寧様

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

副会長（会員増強委員長兼任）

(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)

(役員)
(役員)
(役員)

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

