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『 雪の嵐山 』 



 第１３３７回例会  ２０１８年１月１８日（木）   

日 時 2018 年 1 月 11 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙 橋、内 田、中 川、王、田 中、鎌 野、
 瀬田、末永、山本、吉田、出射、万殿の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．下半期会費納入状況について 
３．第６回クラブ討論会（職業奉仕） 1/25（木） 
４．新年会について 
５．札幌真駒内RCとの「姉妹クラブ締結および祝賀 
 会」について 
６．第７回ｸﾗﾌﾞ討論会について（社会奉仕・国際奉仕）  
７．創立２８周年記念例会について 3/3（土） 
８．青少年交換受け入れ学生 サラさんについて 
９．山林防火啓発用広報媒体について 
10．第３回炉辺会合について 
11．障がいのある人と家族のためのレクリエーション 
 について   4/22予定 
12．ＲＹＬＡにつて    
13．その他  

Vol.２８-２４ 

１．１月１４日（日） 地区職業奉仕「講演会」が開

 催され、王幹事と鎌野奉仕プロジェクト委員長が

 出席されました。 

２．１月２０日（土）立命館大学朱雀キャンパスに

 おいて、2018-19年度Ｒ財団補助金管理セミナー

 が開催されます。内田会長エレクトが出席されま

 す。 

 松井 茉優（まつい まゆ）様 
 

1994年 三重県生まれ。 

2013年 奈良県私立西大和学園高等学校卒業 

2014年 早稲田大学に入学するも、木への愛を

 止められず再受験を決意し仮面浪人。 

2015年 京都大学農学部森林科学科入学。 

2016年 わらしべの家と出会う。 

2017年 わらしべの家クラウドファンディングに

 挑戦。 

◇鯖江ＲＣと鯖江北ＲＣが合併 

 １月１日付けで、鯖江ＲＣと鯖江北ＲＣの合併が

 国際ロータリーより承認されました。合併後の名称

 は「鯖江ＲＣ」です。これにより、 第２６５０地区

 のクラブ数は９６クラブになりまし た。 

 

◇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： １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（2/28〆切） 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「ペチカ」 

  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 

  「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 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

「年男放談」 

   稲掛 英男会員 

日 時 2018 年 1 月 11 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 内田、万殿、髙橋、林、田中、吉田、中川、
 上原、山本、末永、出射の各会員 
議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 
２．年間行事予定について 
３．財団地区補助金申請について 
４．青少年交換委員任命について地区からのお願い 
５．その他 

  「新年会」  
 

日 時： １月２７日（土） １８：3０～ 
 

場 所：  龍門 岡崎店 ℡ 752-8181 

    左京区岡崎南御所町22-10  
 

会 費： １０，０００円  

      

青少年受入学生のサラさんと

会長 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】小計 50,000円 今年度累計 796,640円 
目標額 1,300,000円 達成率61％ 

次回例会 １月２５日（木） 
 

クラブ・デー 

第６回クラブ討論会（職業奉仕） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月１１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２４名（６名）８５．７１％ 

ご来客 １名 

 
１月は職業奉仕月間 

 

稲掛 英男 

・明けましておめでとうざいます。本日

 年男なのでスピーチさせて頂きます。 

 ・謹賀新年 本年もよろしく。 

松尾 義平、德田 正彦 

BOXへ 鎌野 孝和、德田 正彦、田中  守 

吉田  修、千田  適 

【 】小計 18,000円 今年度累計 409,000円 
目標額 720,000円 達成率 57％ 1人当たり24,000円以上 

千田  適、吉田  修 

【 】 小計 6,000円   今年度累計 82,000円 
目標額 400,000円 達成率 20％ 

【 】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 太田 勝彦、吉田  修、鎌野 孝和 

  行事予定  

◆地区行事  

 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２７日（土） 新年会 18：30～ 龍門 岡崎店 

 ２月１０日-１２日札幌真駒内ＲＣとの合同例会 於：北海道 

王   杲 ・稲掛先生のスピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・松尾さんお元気そうですね。 

 

瀬田 保二 

・あけましてお目出とうございます、 

 長期欠席おわび。 

 

林  良訓 

・松尾さんようこそ、お元気そうでなに

 よりです。 

 

安田  勝 

・謹賀新年 本年もよろしくお願い申し

 上げます。 

 ・謹賀新年。 

 

 

・明けましておめでとうございます、

 本年もよろしくお願いいたします。 

菱田 匡樹、万殿 慎二、森  正廣 

 

鎌野 孝和 

・新年おめでとうございます。本年も 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

出射 靖生 ・本年もよろしく御願い申し上げます。 

【 】小計 16,000円 今年度累計 333,000円 
目標額 599,400円 達成率 55％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

林  良訓 ・稲掛さんのお話たのしみに。 

林  良訓、末永  寛 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん楽しみました。 

山本 拓生 ・サラさん、お久しぶり。 

安田  勝 ・皆様よい新年を。 

森  正廣 ・かぜひいて、ちょうど良い寝正月。 

稲掛 英男 ・本年もどうぞよろしく。 

今日の歌  「ペチカ」 
 

北原白秋作詞 山田耕筰作曲 
 

雪のふる夜は たのしいペチカ 

ペチカ燃えろよ お話しましょ 

むかしむかしよ 

燃えろよ ペチカ 

藤井文治郎 ・賀正。 

 

王   杲 

・去年色々お世話になりました、今年も

 どうぞ宜しくお願い致します。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 

末永  寛 ・本年もよろしく。 

山本 拓生 ・明けましておめでとうございます。 

 

瀬田 保二 

・明けましておででとうございます。 

 長期欠席おわび。 

 

田中  守 

・お目出度うございます、本年もよろしく

 お願いいたします。 

中川 俊夫 ・皆さん明けましておめでとうございます。 

太田 勝彦 ・おめでとうございます。 

 

林  良訓 

・新年お目出とうございます、本年も

 よろしくお願い致します。 

 

内山 正元 

・「ワン」さか、良いことがありますよう

 に。 

内山 正元 ・寒さがきびしいですね。 

出射 靖生 ・晴天なれどはなはだ寒し。 

千田  適 ・今年もよろしく。 

 

 

吉田  修 

・ご報告です。1/5ＡＮＡクラウンプラザ

 ホテルに行きましたら洛西ＲＣが例会

 をやっていました。ビックリ！ 

瀬田 保二 ・長期欠席おわび。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

稲掛 英男 ・インターアクトによせて。 



 

クリスマス家族例会 
 

今年はセンチュリーホテルの都合により京都ホテルオークラに会場を 

移し、開催いたしました。前年に続き今年も大人のマジックショーで 

皆様には頭の体操を行っていただきました。 

その後内田会員により歌のプレゼントをいただき、またアンコールにも

応じてもらい盛り上がったクリスマスを迎えることができました。今年

はご夫人へのサプライズとしてデザートバイキングを企画し食を満たす

とともに楽しんでもらえたかなと思います。会場設営につきましては、

内田会員に大変お世話になり無事に行われたことを感謝いたしておりま

す。 

最後に松尾会員の手配によりシクラメンを持って帰っていただき閉会と

させていただきました。皆様の協力により無事に今回も行うことができ感謝しております。 

       

      報告：親睦委員長 上山泰弘 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から１２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。   

★健康健康状態は：特に異常はありません。毎日のおいしいご飯のおかげで気分も晴れやかです。  
 

★スピーチはしましたか： 今月はしなかったですね。２月にやる予定です。 
 

★毎日の活動は： 今月の前半は普通に授業があって、23日からは冬休みが始まりました。22日には各クラス内で
 クリスマスパーティー兼お疲れさまでした会のようなものがあり楽しかったです。  
 

★観光や訪問に行きましたか：  12月9日、10日にドイツにロータリークラブのメンバーと一緒に行きました。 
 美術館に行ったり、Santarunというイベントにも参加しました。 
 23日にロータリーメンバーの弟さんの家にお寿司を振舞ってきました。これはシェルターボックスのための
 資金集めのためのもので31日にもやる予定です。 
 28日にオランダに来て初めてアムステルダムに行きました。ずっと行きたかったのですが、なかなか行く機会が
 なくて、4か月以上行けなかったので、めちゃくちゃ嬉しかったですし、超テンションが上がりました。また行きたい
 ですね。 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか：  いつもやっていたホッケーが冬の期間はストップするので第四ホストファミ
 リーのホストブラザーが行っているバスッケットボールチームに入れてもらってプレーしていました。ルールなども
 よく 知っているスポーツなので正直ホッケーより楽しいです。しかもホッケーの時より全員の年が近いので話し
 やすいです。 
 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか： 今月は例会は少なかったですがクリスマスパーティーやクラブで
 集まることはありました。さすが外国やなぁって感じです。 
 

★現地の言葉で会話していますか ： 今は最初にオランダ語でしゃべってもらいわからなかったり大事なことやった
 場合に英語で話してもらってます。こちらからオランダ語を話すのはなかなか厳しいですね。 
 

★現在の全体的な状況は：  今のホストファミリーは料理が上手で毎日が楽しいですね。でもこのホストファミリーと
 過ごすのは他と比べると短いようなので少し残念です。もっとお手伝いをして役に立てたらいいなと思っていま
 す。 
 

★なにか希望・要望はありますか：  ありません。 



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 

「2016－17年度のRYLAに参加して」 【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２５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】 

「第３回クラブ・アッセンブリー」 

 

 「職業奉仕フォーラムに代えて京都東ＲＣ会員による職業奉仕の実例に学ぶ パート２」 

～職業奉仕クラブ・フォーラム～ 

「男のきもの」 

「クラブフォーラム」～我がクラブのあるべき姿に向けて～ 

京都大学理学研究科附属天文台 教授、 台長 柴田一成様 

クラブ・デー 

「最近の金融経済情勢」 

「職業奉仕月間」 

 京都市会議員 村山 祥栄様 

 

 

 

会員 湊小太郎様 

次回の例会は１月２９日（月）の開催予定になります。 

～クラブ・デー～「第４回クラブアッセンブリー」 

「ひと言スピーチ」 

-第4回クラブ協議会- 

「人声（じんせい）を楽しみましょう！！」 

-追悼例会- 

「だまされないニュースの見方」 

「歳男スピーチ」 

-職業奉仕月間に因んで-「ネット犯罪、民法改正、労働基準法改正など中小企業をめぐる最近の事例」 

「曲水の宴について」 

会員 古川 隆三様、宮本 研二様、森  芳昭様 

職業奉仕委員長 津田 定明様 

公益財団法人有斐斎弘道館 館長 濱崎加奈子様 

 

職業奉仕委員会 委員長 中村 廣良様 

 

髙田勝㈱ 社長  髙田 啓史様 

【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１９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２２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月２３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月２４日 

（水） 

職業奉仕フォーラム 

「スーパーサーズデー」 

「青少年奉仕・RYLA」 

クラブ・フォーラム（職業奉仕委員会） 

◆ 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 

 

ボイストレーナー、歌手   大 奈様 

 

担当委員会：創立20周年実行委員会 

河北 芳美会員 木下 博文会員 杦本 佳史会員 

京都市立芸術大学大学院音楽研究科  

修士課程2回生在学中 塚田 尚吾様 

地区青少年奉仕委員長 RYLA委員長 湖南ＲＣ会員 石原 久歳様 

「太陽の脅威とスーパーフレア」 

「私の職業と歓び」 

会員委員会 委員長  

梅山  猛会員 

日本銀行 京都支店長    植木 修康様 

大川 正司様、亀井 邦彦様、千  玄室様 


