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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

第１３４１回例会

２０１８年２月１５日（木）

プログラム
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７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕）

閉会点鐘

13:30

１．２月１０日～１２日、札幌において札幌真駒内
ＲＣと姉妹クラブ締結式を行いました。
会員・ご家族２２名が参加いたしました。
２．２月１７日（土）ウェスティン都ホテルにおい
て、京都洛東ＲＣ創立３０周年記念式典・祝宴が
行われます。林会長と王幹事が出席いたします。
国際ロータリー2018-19年度
会長テーマおよび
ロゴのお知らせ
国際ロータリー
2018-19年度会長
バリー・ラシン氏

青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から１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： こっちでもインフルなどの病気が
流行っていて僕はインフルではないものの腹痛や
頭痛などの症状で一週間ぐらいトイレにこもってました。
★スピーチはしましたか： 今月はしなかったですね。
していません。
★毎日の活動は： 今月の初めは冬休みで、その後風邪
をひきちょっと無理して学校に行ったらぶり返してし
まったのでほとんど行けてません。
★観光や訪問に行きましたか： ２日にホストファミリーの
お孫さんたちと一緒にミッフィー博物館に行きまし
た。 想像していたものより何倍も楽しくてテンションが
すごく上がりました。あと、説明が書かれているところ
にオランダ語と英語、そして日本語が書かれていまし
た。なぜ日本語があるのかはわかりませんがとても
助かりました。

Vol.２８-２８
● 地区公示 ●
国際ロータリー第2650地区2020-21年度
ガバナー候補者の推薦

2020-21年度の当地区のガバナーについて、2018年
2月3日（土）ウエスティン都ホテル京都にて、国際
ロータリー細則14.020.2に基づき「地区ガバナー指
名委員会」が開催され、慎重審議の結果、2020－21
年度当地区ガバナー候補者として、福井フェニック
スロータリークラブ会員松原六郎君を推薦すること
に決定致しました。但し、地区内いずれのクラブも
国際ロータリー細則14.020.8の規定に基づき別の
候補者を推薦することが出来ますが、対抗候補者を
推薦しようとするクラブは、クラブ例会にて採択
された決議に従って、候補者の氏名を公示期間内に
ガバナー宛に提出しなければなりません。なお、
その期限内にいずれのクラブからも候補者推薦採択
決議書の提出がない場合、ガバナーは「地区ガバナー
指名委員会」の推薦した候補者が、2020－21年度
地区ガバナーであることを確定します。公示期間は
国際ロータリー細則14.020.8に準拠し、地区ガバナー
指名委員会によるガバナー選出公表を2018年2月6日
（火）とし、2018年２月19日（月）を以って、公示
期限とします。

14.020.8対抗候補者(２０１６年手続要覧62Ｐ)
当該年度の初めの時点で設立から少なくとも１年が経
過している地区内クラブは、前にクラブがガバナー指名
委員会に対してガバナーノミニーの候補者を推薦した
場合に限り、その候補者を対抗候補者として推薦するこ
とができる。年度初めの時点で設立からまだ１年が経過
していないクラブは、対抗候補者が自クラブの会員であ
ることを条件に、対抗候補者を推薦することができる。ま
た対抗候補者は、既に指名委員会に対して正式に推薦
されている者でなければならない。対抗候補者の氏名
は、クラブ例会で採択された決議に従って提出されるも
のとする。クラブは、ガバナーの定める期日までに、決議
をガバナーに提出しなければならない。その期日は、ガ
バナーによるガバナーノミニー選出公表から14日以内
とする。

★スポーツなど活動に参加しましたか： バスケットボールの
チームに入れてもらって練習に参加しています。元々
バスケは好きなスポーツなので正直ホッケーをやるよりも
楽しいです。これからどっちのスポーツをやるかはわか
りませんがどっちにしろたのしんでやりたいと思います。
★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか：
毎週火曜日 に例会に参加していました。
★現地の言葉で会話していますか ： 最近は英語にやっと
慣れてきてて、少し英語に頼ってしまっている部分が
あると思います。ですがクラスメイトにすこしずつ教えて
もらっています。友達に教えてもらうほうが楽しいという
ことに今更ながら気づきました。
★現在の全体的な状況は： 今のホストファミリーは一月で
終わりという予定でしたが短すぎるということで少し伸ばし
てもらいました。
★なにか希望・要望はありますか： ありません。

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
札幌真駒内ＲＣ ・ 京都桂川ＲＣ
「姉妹クラブ締結式典・祝賀会」

【

】 小計 0円 今年度累計 446,000円
1人当たり24,000円以上

【

】

目標額 720,000円 達成率 59％

小計 0円 今年度累計 96,000円
目標額 400,000円 達成率 22％

【

】

小計 0円 今年度累計 61,000円

1人当たり2,000円以上

目標額

0円 達成率 100％

「第２１回 川クラブ友好の集い」

日

時：

2018年４月7日(土) 雨天決行
集合10時 解散17時30分ごろの予定
集合場所： ホテルヒューイット甲子園 1階 ロビー
バス利用
兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30
℡ 0798-48-1111

会

費：

10,000円(当日支払)

訪問場所： ニテコ池にてお花見
西宮市大谷記念美術館（高倉健展開催予定）
神戸酒心館(昼食)
神戸らんぷミュージアム

行事予定
◆地区行事
２月１７日（土）

＊報告は次回の週報に掲載させていただきます。

会員誕生日お祝い
２月おめでとうございます
２日 瀬田 保二会員
７日 稲掛 英男会員
２３日 近藤永太郎会員
夫人誕生日お祝い
１日 瀬田 保二会員夫人
和子様
１２日 上山 泰弘会員夫人
美絵様
１７日 林 良訓会員夫人
敦子様
結婚記念日お祝い
７日 内田 勝彦会員
９日 谷口 泰義会員
１５日 山田 芳弘会員
創業記念日お祝い
１日 万殿 慎二会員
(有)万殿建設
１日 中川 俊夫会員
㈱中川商会
１日 藤井文治郎会員 糸屋ホテル
１９日 吉田 修会員
吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ

【ニコニコ箱】

小計 0円 今年度累計 919,250円
目標額 1,300,000円 達成率66％

【

】 小計 0円 今年度累計 376,000円
1人当たり180ﾄﾞﾙ以上

目標額 599,400円 達成率 58％

京都洛東ＲＣ創立３０周年記念式典並びに
祝宴 ｳｪｽﾃｨﾝ都Ｈ京都 16：00～
３月 ３日（土） 会員増強アクション会議
京都商工会議所 13：00～17：00
３月１０日（土） 京都嵯峨野ＲＣ創立２５周年記念例会
祝宴 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞＨ 16：00～
◆クラブ内行事
３月 １日（木） ３日（土）に変更のため、休会
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
３月 ４日（日） 第１１回桂川流域クリーン大作戦
３月 ８日（木） 現・次年度 理事役員会
４月 ７日（土） 第２１回 川クラブ友好の集い

２月は平和と紛争予防/紛争解決月間

次回例会

２月２２日（木）

「検事の仕事（捜査活動と公判活動）」
京都みらい法律事務所
弁護士 川端 伸也様
◇出席率報告◇ 札幌真駒内RCとの姉妹クラブ締結式
出席率報告『２月１１日』 （）内は出席免除会員
会員数 ３１名（９名） 出席者 １３名（２名）５４．１７％
１月２５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ７５．０％
ご家族８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 ◆
２月１６日 京都東

R.I.第336地区チェンライR.C.パスト会長 原田 義之様
特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス
創設者・理事 鬼丸 昌也様

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 「続・輝く瞳に会いに行こう」

京都伏見 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 ～国際奉仕クラブ・フォーラム～

（金）

京都洛西

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

「思うがままに」

比叡山延暦寺一山慈光院住職、信州善光寺大勧進副住職 栢木 寛照様

京都紫竹 【ブライトンＨ】 「休会」
京都乙訓 【京都ｴﾐﾅｰｽ】
２月１９日 京都西

＊ビジター受付はありません。

「小川 昂子様卓話」

元ロータリー財団奨学生 小川 昂子様
滋賀環境問題研究所所長 畑

「築地市場の豊洲移転問題」

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】

明郎様

京都紫野 【ブライトンＨ】 「故德永 光昭会員追悼例会」

（月）

京都中

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 会員スピーチ「プロデューサーの世界―常識を疑う」

会員 北ノ坊賢二様

18：30～ 京都平安 【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 「雑感」

京都平安ＲＣ会員 村岸 弘之様

２月２０日 京都東山 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 -例会日時・場所臨時変更-→１８日（日）
京都西南 【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】

（火）

＊ビジター受付は平常通り行われます。

佐伯 希彦様

会員スピーチ「ロータリークラブに育てられた男」

オフィス ライジング 元宝塚歌劇団 加茂 千条様
㈱KRC京都南支社
京都洛南 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「人性は心一つの置きどころ ～中村天風と心身統一法」
支社長 西芝 実様
京都洛中 【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「今の私が思うこと」

２月２１日 京都
京都西北

（水）

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「未定」
【翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ
ｺﾚｸｼｮﾝＨ京都

例会場・例会時間臨時変更～京都西北RACとの合同例会～ ＊ビジター受付は平常通り行われます。

RAC

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

「創立25周年記念例会最終説明会」

Ｈ京都】

京都朱雀 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 クラブ・デー
２月２２日 京都南
京都北

（木）

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「ネット裏から見た高校野球」

東海旅客鉄道㈱ 総務部 人権啓発室室長 大矢 正成様

【ブライトンＨ】 -ロータリー創立記念例会-

京都洛北 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

「住民の安全を守って…４２年」

京都洛東 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

「スーパーサーズデー」

8：00～

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

-会員スピーチ-

18：00～

京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】

「大山崎町50周年郵便切手作成」

18：30～ 京都さくら

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

元中京警察署長

人見 浩司会員、蔵立 祥晴会員
山崎駅前郵便局長 津田 定豊様

「第3回クラブフォーラム～職業奉仕について～」

Ｈ京都】

2017～2018年度 役員・理事・委員会構成
副会長（会員増強委員長兼任）
会長ｴﾚｸﾄ
直前会長
幹 事
会 計
S.A.A.
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

良訓

奉仕プロジェクト委員長

(理事)

鎌野 孝和

髙橋 英明

職業奉仕委員長

(理事)
(理事)

青少年奉仕委員長

(理事)

国際奉仕委員長

(理事)

瀬田 保二
末永 寛
山本 拓生
児嶋 雄二

公共ｲﾒｰｼﾞ委員長

(理事)

(役員)

内田 勝彦
中川 俊夫
王
杲
田中
守
太田 勝彦

社会奉仕委員長

ﾛｰﾀﾘｰ 財団･米山委員

(理事)

(理事)

内山 正元

(理事)

上山 泰弘
千田
適
稲掛 英男
吉田 修

副幹事
副幹事
副会計
副S.A.A.

万殿
森
上原
児嶋

藤井文治郎
上原 従正

副S.A.A.（記録）

菱田 匡樹

(役員)

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任）

(役員)

） (役員)
(役員)
(役員)
(役員)

林

樋口 文和様

戦 略 計 画 委 員 長

吉田 修
出射 靖生
内田 勝彦
慎二
正廣
従正
雄二

