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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１２９０例会

２０１６年１２月１７日（土） Vol.２７-２１
ＰＲＯＦＩＬＥ

「クリスマス家族例会」プログラム

野立 進次郎様

開会点鐘

京都市出身。２３歳の時にマジックに出会う。
ステージマジックを得意とし、日本全国をかけ
めぐっている。非常にオリジナルティー豊かな
マジシャンとして全国に名を馳せる。マジシャ
ンをやる傍ら司会業もしており、また、祇園マ
ジックバー「ＲＥＡＤＹ」のオーナー兼マジ
シャンでもある。マジックバーでは、クローズ
アップマジックを主体とし、日々人を楽しませ
ている。

18：00

ロータリーソング「我等の生業」
今日の歌「きよしこの夜」
友愛の握手
ご来客のご紹介
会長挨拶
幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告
寄付金報告
閉会点鐘
＜クリスマス家族会＞
開会挨拶
乾杯

中川会長
稲掛直前会長

食事歓談
～ マジックショ ー～

年間２００ステージという、マジシャンの中でも
屈指の数をこなし、ステージ
マジックの中で行うリング
マジックでは、国内・外から
非常に高い評価を得ている。
ＶＩＰから子供まで、楽しま
せる魅力をどうぞお楽しみく
ださい。

野立 進次郎様
閉会挨拶

内田副会長

「手に手つないで」

吉田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

2016-17年度 第２回炉辺会合（第２班）の報告
出席者 千田、末永、德田、内田、中川の各会員
場所
玄品ふぐ四条烏丸の関

１．本日はクリスマス家族例会です。
２．次年度理事メンバーが決定いたしましたので
お知らせいたします。
ｸﾗﾌﾞ管理･運営
内山 正元
親 睦
上山 泰弘
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
鎌野 孝和
職業奉仕
瀬田 保二
社会奉仕
末永
寛
青少年奉仕
山本 拓生
国際奉仕
児嶋 雄二
広報
吉田
修
ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山
出射 靖生
戦略計画
内田 勝彦

-会員スピーチ稲掛 英男会員
鎌野 孝和会員

１２月３日（土）第２班の炉辺会合を開催致しまし
た。今回のテーマは「同好会の現状と新同好会の提案」
でしたが、話題が多岐にわたり約３時間ちかく熱く話し
合 い が おこ な われ ま した。結論 は 早急 に 会 員増 強を
はかり４０名
体制にもって
いくことで一
致しました。
報告者

中川

◇例会休会および臨時変更のお知らせ
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
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

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
青少年交換派遣学生 山本咲良さんより11月のマンスリーレポートが届きましたのでご紹介します。

★今月の出来事
健康状態は：
大丈夫です。特に何もありません。
スピーチはしましたか：今月はしていません。
毎日の活動は（学校 等で）：
11月で今年度の授業が終了しました。ブラジル
は2月はじまり12月終わりなので、この12月で
同じクラスの友達たちは卒業してしまいます。
来年は3学年にもう一度入る予定です。
観 光 や 訪 問 に 行 き ま し た か（内 容・場 所・誰
と）：
ホストチェンジをする前に、セカンドホストと
Getulinaという町で家族の誕生日会に参加させ
てもらいました。
スポーツなど活動に参加しましたか：
ホストシスターと一緒にジムに行きました。
ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか：
毎週水曜日はロータリーの例会に参加していま
す。
11月13日から12月1日までロータリー4510地区
のビッグトリップに参加しました。計42人での
旅行は本当に楽しかったです。アマゾン、ブラ
ジリア、ノルデスチを訪れました。アマゾンで
は船の上で ハンモックで寝たり、ワニや蛇を
持ってみたりもしました。

我等の生業
我等の生業 さまざまなれど
集いて図る 心は一つ
やわらぎ む つ び

求むるところは
力むるところは
おゝロータリアン

平和親睦
向上奉仕
我等の集い

また、インディアの人たちのところを訪問し、
すごく貴重な時間を過ごしました。
ノルデスチではほとんどの時間をビーチで過ごし
ました。旅行の間、いろんな国の人たちとたくさ
んの話をしました。
日本のことを紹介してみたり、相手の国のことを
聞い てみたり。つたない 英 語でも伝え ようと
思って話したら、ちゃんと 伝わるんだ、という
自信も持てました。
このような素晴らしい時間を過ごせたのは、ロー
タリーの交換プログラムだからです。改めてホスト
クラ ブ、そし てスポンサーク ラブになっ てくだ
さった京都桂川ロータリークラブに感謝します。
現在の全体的な状況は： 11月6日にホストチェンジ
をしました。共働きで、日中は一人でいることに変
わりはないですが、昼食時や夕食時にたくさん話せ
て楽しいです。前の家ではさみしいと感じることが
多かったですが、今の家では、家族が私のことを好
いてくれていると感じられます。
なにか希望・要望はありますか：
特にありません。

きよしこの夜
きよしこの夜
星はひかり
すくいの御子は
まぶねの中に
ねむりたもう いとやすく

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
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
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
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都さくらＲＣ
以上、ビジター受付はありません。

青少年交換委員会：
１２月１１日（日）地区事務所にて派遣予定学生
第２回研修会が行われ、派遣国が発表されました。
山本龍一郎君はオランダに内定しました。
（鎌野青少年交換委員長）

【ニコニコ箱】 小計 21,000円 今年度累計 652,000円
目標額 1,300,000円 達成率50％

・稲掛会員、鎌野会員のスピーチを
楽しみに。

中川 俊夫

・今日はスピーチさせて頂きます。

稲掛 英男

・稲掛先生のスピーチ楽しみに。

山本

拓生

・稲掛会員、鎌野会員のスピーチを
楽しみにしております。

菱田

匡樹

・稲掛、鎌野会員のスピーチ楽しみに

藤井文治郎

・中川会長、先日は家庭集会
ありがとうございました。

末永

寛

・中川会長、炉辺お世話様でした。

德田

正彦

・家内誕生日自祝。

出射

靖生

・菩提寺の大根炊きを無事終えて。

吉田

修

・今年の立命ゼミ同窓会は谷汲山でし
た。偶然に宿の主人も立命出身で盛
り上がりました。

森

正廣

・やります！

太田

勝彦

BOXへ

児嶋 雄二

【

】 小計 7,000円 今年度累計 248,000円
1人当たり180ﾄﾞﾙ以上

目標額 550,800円 達成率45％

・稲掛先生、鎌野先生のスピーチ
楽しみに。

吉田

修

・稲掛先生、鎌野先生
スピーチ楽しみにしています。

王

杲

・鎌野さんと稲掛さんのお話楽しみに。

末永

寛

・炉辺会合 ご苦労様でした。

中川

俊夫

BOXへ

稲掛 英男

【

】 小計 11,000円 今年度累計 274,000円
1人当たり24,000円

目標額 720,000円 達成率38％

・鎌野先生のスピーチ楽しみに。

山本

拓生

・会員スピーチを楽しみに。

上原

従正

・稲掛さん、鎌野さんのスピーチに
期待して。

谷口

泰義

・７５年前の今日は
トラ トラ トラです。

出射

靖生

・日米開戦 ７５周年
平和への決意新た。

安田

勝

修、稲掛

英男

BOXへ

【

吉田

】 小計 2,000円 今年度累計 66,000円
目標額 400,000円 達成率 17％

・今日は「ニイタカヤマノボレ」の日

森

・中川会長、先日の炉辺会合の欠席
お詫びします。

吉田

【

】 小計
1人当たり2,000円以上

正廣
修

0円 今年度累計 21,000円
目標額 60,000円 達成率 35％

◇年末年始事務局休局のお知らせ◇
１２月２７日（火）~１月４日（水）
＊休局中の緊急の場合は、幹事までご連絡下さい。

◆地区行事
１月１４日（土）
２月 ５日（日）

◆クラブ行事
１２月２２日（木）
１２月２９日（木）
１月 ５日（木）
１月１２日（木）
１月２９日（日）

次回例会

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
花園高等学校ＩＡＣ創立20周年
京都洛西ＲＡＣ創立15周年記念式典
臨済宗 大本山 妙心寺
次年度役員会 18：30～ 龍門 岡崎店
休会
休会
１月度定例理事役員会・次年度理事役員会
新年会および新入会員歓迎会

１２月２２日（木）

クラブ・デー
第４回クラブ協議会（上半期の締め括り）
◇出席率報告◇
出席率報告『１２月８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２４日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３１％
ご来客２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 ◆
１２月１６日 京都東

＊ビジター受付はありません。

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 「年忘れ家族会」

竹中徹男ロータリー財団委員長

京都伏見 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 「ロータリー財団について」

（金）

京都洛西

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

「年末家族例会」

＊ビジター受付はありません。

京都紫竹 【ブライトンＨ】 家族クリスマス例会のため、例会変更
京都乙訓 【京都ｴﾐﾅｰｽ】
１２月１９日 京都西

＊ビジター受付はありません。

「年忘れ家族親睦会」⇒17日（土）

＊ビジター受付はありません。

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「祗園祭と久世駒形稚児」

宗教法人綾戸國中神社宮司 杉浦

＊ビジター受付はありません。
(公財)大学コンソーシアム京都 専務理事
事務局長 桂 良彦様

京都紫野 【ブライトンＨ】 年忘れ家族例会の為、17日（土）に変更。

（月）

京都中

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「大学コンソーシアム京都の取組について」

18：30～ 京都平安 【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 「女のキモノ」
１２月２０日 京都東山 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

岡本 繁夫会員
＊ビジター受付は平常通り行われます。

「年忘れ家族会」
第３回クラブアッセンブリー

京都西南 【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】

（火）

匠様

社長 島田 昭彦様

京都洛中 【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「未定」
京都洛南 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「慢性腎不全について」
１２月２１日 京都

ＮＨＫ編成局コンテンツ開発センター
チーフ･プロデューサー 牧野
望様

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「『京都人の密かな愉しみ』の楽しみ方」

京都西北 【らんざん】

（水）

会員 名倉 良一様

「３本の木」

会員 福田 義明様

京都北東 【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 クラブデー
京都嵯峨野

【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。

「年末家族例会の為、例会変更」

京都朱雀 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 ⇒12／23（金）へ例会日変更
１２月２２日 京都南

京都北

（木）

8：00～

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】

＊ビジター受付は平常通り行われます。

-新会員スピーチ-

村田雅明会員、生田

【ブライトンＨ】 -休会-

稔会員、藤田國夫会員

＊ビジター受付はありません。

京都洛北 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

「私の履歴書」

京都洛東 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

「年忘れ家族会」

＊ビジター受付は平常通り行われます。

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

年末家族例会の為、例会日時臨時変更

＊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】

18：30～ 京都さくら

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

会員 佐藤 文彦様

～Ｆ＆Ｆデイ～「音楽例会」

ピアニスト 黒川 春香様

「年度末家族例会」

＊ビジター受付はありません。

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

