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 第１３３８回例会  ２０１８年１月２５日（木）   Vol.２８-２５ 

１．１月２０日（土）2018-19年度Ｒ財団補助金管理

 セミナーが開催され、内田会長エレクトが出席

 されました。 

２．１月２７日（土）「龍門」 岡崎店において「新

 年会」を開催いたします。 

３．２月１日（木）例会終了後、現次年度理事役員

 会が開催されます。 

◇京都東山RC創立５０周年記念例会・祝宴のご案内 

  日 時： ４月２日（月） 受付 １４：３０ 

    記念例会 １６：００ 

    祝  宴 １８：００ 

  場 所： ウェスティン都ホテル京都 

  登録料： １５，０００円 

参加希望の方は事務局まで。（2/28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： 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「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

 今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

  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 

 クラブ・デー 

 第６回クラブ討論会（職業奉仕） 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

１２月分 ホストファミリーの報告（山本家）  

＜青少年交換留学生サラさんの１ケ月＞  

 
★健康状態  

  良い 

★通学・勉強状況  

  欠席することなく元気に通っている。 

 学校の先生からはほめていただいてる。  
 

★家庭生活、食事  

  問題ないと思われる。白米も好んで食べてくれる。  
 

★ロータリー等の参加行事  

  クリスマス例会に参加し、多くのメンバー、 

 メンバー夫人と楽しく過ごした様です。  
 

★見学・旅行  

 ・ローテックス のクリスマスパーティーに参加

（日本人との交流があまり無かったと少し不安 

 そうでした） 

 ・他地区のエクスチェンジ学生との交流会に 

  参加。 

 ・ホストマザーと味噌作り体験、伏見稲荷神社、 

  ルミナリエへ。 

 ・滋賀のかるた体験に参加、エクスチェンジの 

  テイラー宅に宿泊させてもらった。 
 

★その他  

  １２/１９にホストチェンジしました。少し 

  環境が変わるので心配な面がありますが、 

  山本家とはまた違った喜びを感じてくれると 

  思います。  

「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 

  「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  

「創立２８周年記念例会及びウェルカムパーティー」 
 

 創立２８周年記念例会  
 

日 時： ３月３日（土） １８：００ 

場 所：  京都センチュリーホテル「瑞鳳の間」 

   

 ウェルカムパーティー  
 

日 時： ３月２日（金） １８：３０ 

場 所：  南禅寺「八千代」 ℡ 771-4148 
    左京区南禅寺福地町34  



2017-18年度 第３回炉辺会合のお知らせ 
 

本年度第３回炉辺会合を３月末日迄に開催いただき、 

会合終了後には事務局宛へ報告お願いします。 

 ＊テーマ「多様性はロータリーの強み 

～ライズリーRI会長のメッセージより～」       

 クラブ管理運営委員長 内山 正元 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞ  ー  

1 中島 末永 
 万殿、井上、瀬田、德田、安田、 

 松尾 

2 髙橋 千田 
 上原、内田、王、藤井、上山、 

 山田 

3 谷口 山本 
 児嶋、出射、吉田、田中、森、 

 大森 

4 内山 太田 
 中川、稲掛、菱田、林、鎌野、 

 近藤 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ２月１日（木） 
 

「次年度にむけて」 

    会長エレクト   内田 勝彦会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月１８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２４名（５名）８８．８９％ 

ご来客 ３名 

 
１月は職業奉仕月間 

BOXへ 吉田  修、田中  守、出射 靖生 

稲掛 英男、千田  適、井上 正佳 

【 】小計 13,000円 今年度累計 422,000円 
目標額 720,000円 達成率 59％ 1人当たり24,000円以上 

【 】 小計 5,000円   今年度累計 87,000円 
目標額 400,000円 達成率 22％ 

【 】小計  1,000円  今年度累計  60,000円 
目標額 60,000円 達成率 100％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 吉田  修 

  行事予定  

 ◆クラブ内行事   

 １月２７日（土） 新年会 18：30～ 龍門 岡崎店 

 ２月 １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 

 ３月 ２日（金） 台湾三重中央ＲＣ ウェルカムパーティー 

 ３月 ３日（土） 創立28周年記念例会 

王   杲 ・松井様のスピーチをお楽しみに。 

林  良訓 ・児嶋さん三重、札幌とご苦労様です。 

 

内山 正元 

・ラグビーワールドカップのチケット販売

 が今週から始まります。 

末永  寛 ・松井さんのお話を楽しみに。 

安田  勝 ・クラブ発展の為に。 

会員誕生日お祝い  １月おめでとうございます 

 １９日 井上 正佳会員 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

 

結婚記念日お祝い 

 ２６日 安田 勝会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 德田正彦会員  (有)徳田 

  １日 田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日 稲掛英男会員  稲掛医院 

出射 靖生 ・寒さも少し和らぎましたね。 

井上 正佳 ・ケアンズは暑かったです。 

藤井文治郎 ・久しぶりに痛風が出た。 

 

吉田  修 

・井上さん、児嶋さん、谷口さん 

 今年もよろしく。 

【ニコニコ箱】小計 60,610円 今年度累計 857,250円 
目標額 1,300,000円 達成率66％ 

稲掛 英男 ・松井様のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・松井様のスピーチ楽しみです。 

林  良訓 ・松井様のお話楽しみにしています。 

児嶋 雄二 ・今年もよろしくお願い致します。 
 

谷口 泰義 

・新年早々欠席おわび、どうか今年も 

 よろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・１/２１民謡会の５０周年祝賀会あり 

 超多忙、しかし、例会には出席！！ 

【 】小計 16,000円 今年度累計 349,000円 
目標額 599,400円 達成率 58％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・松井さんのスピーチ楽しみです。 

 

稲掛 英男 

・インフルエンザが出回っています、 

 ご注意を。 

末永  寛 ・上原さんありがとうございます。 

井上 正佳 ・先週はオーストラリアでした！！ 

 

出射 靖生 

・インフルエンザの患者さんが増えてきま

 した。ご用心。 

中川 俊夫 ・カゼをひきました。 

BOXへ 上山 泰弘、髙橋 英明 

上原 従正 ・寒中お見舞い。 

 

林  良訓 

・皆様、新年会 多数の御参加よろしく

 お願いいします。 

BOXへ 田中  守 

BOXへ 万殿 慎二 



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 

会員スピーチ「My History」 【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～ 

２月１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】 

「HIV・性感染症について」 

谷口 雅彦様 

「民法改正について」 

～前期クラブ・アッセンブリー～ 

「職業奉仕月間に因んで」 

「クラブフォーラム」～創立50周年記念について～ 

会員 北條  誠様 

「未定」 

「一流プロを支える一流プロ」 

｢国際奉仕フォーラム｣ 

京都市産業観光局長   上田 誠様 

RI第2650地区2017-18年度  

青少年奉仕委員長 湖南ＲＣ 石原 久歳様 

 

京都市保健福祉局中京医療衛星コーナー保健師 稲村有加子様 

会員 中村 洸士様 

「私なりのロータリーの楽しみ方」 

「例会日時・場所臨時変更」 

「クラブデー」 

「未定」 

「三味線 作って弾いて」 

「iPSテクノロジーがもたらす創薬革命」 

「京都経済の『のびしろ』」 

「歳男スピーチ」 木谷 輝夫会員 

「知的交流の拠点をめざして」 

｢なぜ今営業改革なのか｣ 

会員 三木 表悦様、森  義治様、森田 惠三様 

国際奉仕委員長 梶野 興三様 

東京工業大学大学院 特任教授 北澤孝太郎様 

京都平安ＲＣ 幹事 小島 裕史様 

会員  木ノ下 善正様、北村 光男様 

 

会員 篠原 栄二様、平松 敏克様 

【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２６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２９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月３０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月３１日 

（水） 

「開発支援：異文化理解から全てが始まる」 

「私の履歴書」 

「職業奉仕について」 

-スピーチ-「地区青少年奉仕活動について」 

◆ 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 

国際平和と開発機構(ＩＰＳＯ)理事長   

米山学友会副会長 ボナンノ・ジャンルカ様 

三味線職人 野中 智史様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 

「新入会員スピーチ」 小林 田巳生会員 

島田真由美会員 

会員 村上 健治様 

会員スピーチ-「建築は小さなまちづくり」 

「私の職業と歓び」 

創立50周年実行委員会  

委員長 山本 隆一会員 

プロキャディー    清水 重憲様 

㈱ iPSポータル 代表取締役社長 村山  昇作様 

公益財団法人国立京都国際会館 館長  木下 博夫様 


