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『 出逢い・融和・発展 』 2017～2018会長ﾃｰﾏ 

 会長 林  良訓 

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 
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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 

 

『 雪の嵐山 』 



 第１３３６回例会  ２０１８年１月１１日（木）   Vol.２８-２３ 

１．本日例会終了後、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。 

２．１月１４日（日）京都テルサホールにおいて、

 地区職業奉仕「講演会」が開催されます。王幹事

 と鎌野奉仕プロジェクト委員長が出席されます。 

３．地区大会の登録締め切りが１月２０日（土）と

 なっております。多数のご参加よろしくお願いい

 たします。 

◇京都洛東RC創立３０周年記念式典並びに祝宴のご案内 

  日時：２月１７日（土） 受付 １５：００ 

   記念式典 １６：００ 

   記念祝宴 １８：１５ 

  場所：ウェスティン都ホテル京都 

  登録料 お一人 １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（1/15〆切） 

 
 

◇京都西南RC創立４５周年記念例会・祝宴のご案内 

  日時：４月１７日（火） 受付 １６：００ 

   記念式典 １６：３０ 

   記念祝宴 １８：００ 

  場所：ホテルグランヴィア京都 

  登録料 お一人 １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（2/28〆切） 

2017-18年度 第２回炉辺会合４班の報告 
 

日時：12月22日（金） ６時半〜 

場所：祇園 如月たかし 

参加：内田、児嶋、末永、千田、菱田、藤井、井上 
 

巷は忘年会の真っ盛りの22日、７名の会員が集まり炉辺

会合を開催いたしました。 

末永会員の剣道の話を皮切りに武士道から歴史話を経て

時事問題からセクハラ裁判へと話題は放物線を描き、

やがて「持続可能なクラブに向けて」会員を増強する

ための方策としての料理教室などの活動を企画し、 

それを通じて入会候補者を募り入会へ繋げていこう、

という建設的な内容を辿りました。 
 また、一世代若い菱田会員が座を共にし楽しく談笑
できる雰囲気は、若い新会員にとっても嬉しいことに 
違いないし、「愛着と誇り」を持って集うことがいい
クラブを存続させることだと実感させるひと時でした。 

火照った頬で降り
立った石畳に冷んや
りとした空気が心地
よく、行き交う酔客
や観光客の顔も心な
しか幸せそうに見え
ました。                               

（報告：井上）  

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  国家「君が代」 

  ロータリーソング「奉仕の理想」 

 今日の歌「１月１日」 

  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 

  寄付金報告 

スピーチ    13：00 

  「年男放談」 

      稲掛 英男会員 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

今日の歌  「１月１日」 
 

年の始めの ためしとて 

終りなき世の めでたさを 

松竹たてて 門ごとに 

祝
いお

う今日こそ 楽しけれ 

クラブ・デー 

第３回クラブ協議会（上半期締め括り） 

 

１２月会員誕生日お祝い 

吉田会員、山本会員と林会長 

おめでとうございます！ 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】小計 23,000円 今年度累計 746,640円 
目標額 1,300,000円 達成率57％ 

次回例会 １月１８日（木） 
 

「みんなの想いがつながるつづく！              

  わらしべの家プロジェクト」 

    松井 茉優様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月２１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２５名（５名）９２．５９％ 

１２月７日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２９％ 

その他 １名 

 
１月は職業奉仕月間 

京都東ＲＣ 
地区大会実行委員会 

鶴田 哲司様  

・地区大会、 

 多数ご登録お願いします。 

林  良訓 ・クリスマス例会 御苦労様でした。 

鎌野 孝和 ・よいお年をお迎え下さい。 

 

千田  適 

・今年もなんとか無事におわれそうです。 

 感謝！ 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、稲掛 英男 

田中  守 

【 】小計 16,000円 今年度累計 391,000円 
目標額 720,000円 達成率 54％ 1人当たり24,000円以上 

井上 正佳 ・クリスマス家族例会楽しかったです。 

【 】 小計 4,000円   今年度累計  76,000円 
目標額 400,000円 達成率 19％ 

【 】小計     0円  今年度累計  59,000円 
目標額 60,000円 達成率 98％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

  行事予定  

◆地区行事  

 １月１４日（日） 地区職業奉仕「講演会」 

  京都ﾃﾙｻﾎｰﾙ 13：00～16：00  

 １月２０日（土） 2018-19年度 Ｒ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ 

 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 12：30受付 

 13：30～16：05 

 ◆クラブ内行事   

 １月１１日（木） 現・次年度 理事役員会 

 ２月１０日-１２日札幌真駒内ＲＣとの合同例会 於：北海道 

上原 従正 ・インターアクト活動に寄せて。 

児嶋 雄二 ・皆さん良いお年をお迎へ下さい。 

林  良訓 ・鶴田様、ご苦労様です。 

 

万殿 慎二 

・内田さん、本日はよろしくお願いいた

 します。 

出射 靖生 ・寒い日が続きますね。 

 

末永  寛 

・上山さん  

 クリスマス例会お世話様でした。 

出射 靖生 ・皆様よいお年を。 

森  正廣 ・みなさん、良いお年をお迎えください。 

 

万殿 慎二 

・本年は皆様たいへんお世話になりまし

 た。来年もよろしくお願いいたします。 

中川 俊夫 ・皆さん良いお年を！！ 

田中  守 ・会長、幹事お世話になりました。 

吉田  修 ・どうぞ、みなさまよいお年を。 

 

德田 正彦 

・西暦２０１７年最後です、 

 来年もよろしく。 

BOXへ 稲掛 英男 

【 】小計 17,000円 今年度累計 317,000円 
目標額 599,400円 達成率 53％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

谷口 泰義 

・今年もいろいとお世話になりました。 

 謝々。 

 

山本 拓生 

・サラちゃん、ホストチェンジしました。 

 さびしい・・・。 

 

安田  勝 

・出射先生  

 先日はありがとうございました。 

井上 正佳 ・クリスマス家族例会楽しかったです。 

 

万殿 慎二 

・クリスマスのお花きれいでした、松尾 

 さんありがとうございます。 

安田  勝 ・皆様よい新年を。 

德田 正彦 ・内田エレクトⅩマス会、歌よかったです。 

井上 正佳 ・クリスマス家族会楽しかったです。 

 

王   杲 

・今年大変お世話になりました。来年も

 どうぞ宜しくお願い致します。 

吉田  修 ・７３才になりました。ホンマかいな？ 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、鎌野 孝和 

出射 靖生、末永  寛 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月７日（土） 

13：30～15：30 会長・幹事・地区委員長会議 

18：00～20：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会  

 

４月８日（日） 

  7：30～  8：30 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

10：00～11：30 新会員セミナー 

10：00～11：30 青少年奉仕フォーラム 

13：00～16：00 地区大会本会議 

16：00～17：00 蹴上インクライン散策 

17：00～18：30 大懇親会 

 

 多数のご参加よろしくお願いいたします。 



藤井文治郎 出席委員長 

林   良訓 

髙橋 英明 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) 内山 正元 

吉田  修 

稲掛 英男 

上山 泰弘 

千田   適 

太田 勝彦 

田中   守 

王    杲 

中川 俊夫 直前会長 (役員) 

内田 勝彦 会長ｴﾚｸﾄ ） (役員) 

鎌野 孝和 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

瀬田 保二 (理事) 

山本 拓生 

児嶋 雄二 

末永  寛 

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 (理事) 

(理事) 

(理事) 

出射 靖生 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員

吉田  修 公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 (理事) 

(理事) 

児嶋 雄二 

菱田 匡樹 

森  正廣 

上原 従正 

万殿 慎二 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

内田 勝彦 戦 略 計 画 委 員 長 

「ロータリーのトレビア」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

18：00～ 

18：30～ 

京都ｲﾌﾞﾆﾝｸ  ゙

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～ 

１月１８日 

（木） 

【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】 

【翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ 

ｺﾚｸｼｮﾝＨ京都 

【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】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

「美術作品からみる京都の近現代」 

グッド・ジョブ 代表 高野 壽則様 

「歳男鼎談」 

～新年会～ 例会日変更→13日 

「すべては成りゆき」 

「天王山と十七烈士」 

会員 今井 重昭様 

「人材育成を考える」～能力は遺伝か努力か～ 

-新会員スピーチ-               田中信行会員、木下昌秀会員、井上 隆司会員 

-会員スピーチ-「私の職業・趣味」 

＊ビジター受付はありません。 

担当 創立50周年記念事業実行委員会委員長 中村 翠嵐様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

京都市美術館学芸課長 山田 諭様 

座長 会員 森田 晴夫様、長谷川 晃様、大川原 徹様 

「今年の経済展望」 

「子ども若者はぐくみ局と子どもはぐくみ室の創設にあたって」 

「新年夜間例会」 

-職業奉仕フォーラム「未定」 

「易占１０８の質問～平成３０年の運勢について（仮）」 

「仕事は楽しい？」 パレクセル・インターナショナル㈱ 豊田(坂口) 惠波様 

クラブデー（シンプルランチ） 

「今年の干支について」 

「笛と芸妓」 

「角田龍平の蛤御門のヘン」 

 

 

弁護士・タレント 角田 龍平様 

京都平安ＲＣ 会長 上中 康司様 

職業奉仕委員会 委員長 中村 廣良様 

 

壁画絵師  木村 英輝様 

【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 

１月１２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 

１月１５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月１６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月１７日 

（水） 

会員スピーチ「クラブ自慢の特異な奉仕 －２１世紀幕開け前後－」 

京都先斗町 芸妓 篠笛・能管奏者  豆千佳様 

「職業奉仕月間に因んで」 

「新春例会 祝舞 ベリーダンス」 

-クラブ・デークラブ・フォーラム

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

2017～2018年度  役員・理事・委員会構成 

友好ｸﾗﾌﾞ委員長 上原 従正 

黒川 正夫様 

高島易断鑑定所 寿周会主宰 高島 寿周

京都市子ども若者はぐくみ局  

局長 久 保   敦様 

ＦＩＤＲ プノンペン事務所」勤務 杉田 真央様 

山口 琢也会員 

東京赤坂RC会員 熊本 誠司様 

Sammyさん 

「歳男放談」 

新年祝儀 謡曲「橋弁慶」 

中田  貞之様 


