
 ROTARY CLUB OF  

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERED  
AUGUST 21.1989 

京都桂川ロータリークラブ 

嵯峨野在住アマ写真家  

  谷口 敏氏 提供 

201８年２月２２日 

No.1342 Vol.28-29 

201７～201８ 

W E E K L Y  
B U L L E T I N 

『 愛着と誇り 』 

2017～2018ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ 

ガバナー 田中 誠二氏 

 2017～2018RIﾃｰﾏ 

イアンH.S.ライズリー氏 

『 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 

 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 

 

『 凍える朝の嵐山 』 



 第１３４２回例会  ２０１８年２月２２日（木）   Vol.２８-２９ 

１．２月１７日（土）京都洛東ＲＣ創立３０周年記念

 式典・祝宴が行われ、林会長と王幹事が出席いた

 しました。 

２．３月１日（木）の例会は３日（土）に場所時間

 を変更し行います。 

３．３月２日（金）南禅寺「八千代」において台湾

 三重中央ＲＣウェルカムパーティーを開催いたし

 ます。 

４．３月３日（土）京都センチュリーホテル１階

 「花鳥の間」（旧 瑞鳳の間）において、創立２８

 周年 記念例会を開催いたします。京都西南ＲＣ

 会長・幹事、台湾三重中央ＲＣから会長をはじめ

 ７名と会員・家族が参加いたします。 

５．３月３日（土）京都商工会議所において、会員

 増強アクション会議が開催されます。吉田会員、

 万殿会員が出席いたします。 

６．３月４日（日）第１１回桂川流域クリーン大作

 戦が行われます。多数のご参加よろしくお願い致

 します。 

 川端 伸也（かわばた しんや）様 
 

大阪地方検察庁検事（昭和49年4月～昭和50年3月） 

松山地方検察庁三席検事（昭和58年3月～昭和61年3月） 

東京地方検察庁・司法研修所検察教官 

（平成2年3月～平成5年3月） 

神戸地方検察庁交通部長（平成7年3月～平成8年11月） 

神戸地方検察庁特別刑事部長（～平成10年3月） 

大阪地方検察庁交通部長（～平成11年6月） 

大阪地方検察庁刑事部長（～平成12年3月） 

大阪高等検察庁刑事部長（～平成12年5月） 

京都地方検察庁次席検事（～平成13年9月） 

最高検察庁 検事 （～平成14年6月） 

盛岡地方検察庁検事正 （～平成15年9月） 

岡山地方検察庁検事正 （～平成17年6月） 

札幌地方検察庁検事正 （～平成19年1月） 

検事退官（平成19年1月） 

京都弁護士会弁護士登録 平成19年5月 

 

 

開会点鐘                                       12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「早春賦」 

  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 

 「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 
 

閉会点鐘  13:30   

プログラム 

クラブ・デー 

 第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 

【ニコニコ箱】 小計 36,000円 今年度累計 955,250円 
目標額 1,300,000円 達成率73％ 

林  良訓 ・末永さん、児嶋さんよろしく。 

 

児嶋 雄二 

・姉妹クラブ締結例会に出席の皆さん 

 おつかれ様でした。 

森  正廣 ・北海道雪景色と「すし」の旅。 

 

 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  

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  

来日について ３月２日（金）～５日（月） 

メンバー 

Ｃａｒｔｏｎ（会長）さん、Ｌｕｃｋｙ（会長エレクト）さん

Lightさん、Leeさん、Aspirinさん、大澤さん 

２月会員誕生日お祝い 

瀬田会員、稲掛会員と会長 

末永社会奉仕委員長 

 今日の歌   「早春賦」 

吉丸一昌作詞 中田 章作曲 
 

 春は名のみの風の寒さや 

谷の鶯（うぐいす）歌は思えど 

 時にあらずと  声も立てず 

 時にあらずと  声も立てず 

児嶋国際奉仕委員長 

松尾会員の近況報告 
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札幌真駒内ＲＣ との 

「姉妹クラブ締結式典・祝賀会」報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

    

日 時 平成３０年２月１０日（土）～１２日（月） 

参加者 林、児嶋、菱田、万殿、森、中川、内田、山本の各会員、王、井上、千田 

 上原、吉田の各夫妻、出射夫人、出射真由美様、サラさん、事務局 

           合計２２名 
 

 ２月１１日ANA12:10にて、京都桂川ＲＣの総勢２２名が、かねてより友好クラブ

であった札幌真駒内ＲＣと、新たに姉妹クラブを締結すべく北の大地へと飛び立ちま

した。 さっぽろ雪まつりの最終の連休ということもあり、飛行機は満席。少し延着

しましたが無事札幌へ入りました。“さぶい、さぶい”と聞いていましたが、思いの

外暖かく、京都の方が寒いのかも。おまけにホテルは暖房が効きすぎて汗ばむ状態で

した。 

 初日は思い思いのお店へ食事に。私のグループは炉端焼き「五醍」さんで北海道の食材を満喫し、

笑い騒ぎ楽しいひとときを過ごしました。２日目はさっぽろ雪まつりを視察に。ライフォート 札幌

にて姉妹クラブ締結式典と祝賀会に臨みました。この日は北海道らしく朝から雪がちらつき、 冷え

込みました。別ルートでの森会員は無事到着。室蘭からの上原会員夫妻は、悪天候のため予定してい

た飛行機をキャンセルして別便で無事に到着されました。 

 祝賀会は終始フレンドリーな雰囲気で進み友情を深め、最後に「手に手つないで」で友好を確認し

ました。その後は、恒例の「朱すずめ」でカラオケです。 

 最終日は市場で買い物をしたあと小樽観光へ、この日は 

最も冷え込み温度計は-７．２℃を指していました！！これでこそ北海道！ 

留学生のサラちゃんも雪を見て大はしゃぎ。帰りの空の便のことを心配してい

ましたが、予定通り皆さん元気に帰ってくることができました。最終日の昼食

には、大きなホッケが１人に１匹ついてきて、さぁ大変。その他ラーメンに 

ジンギスカンと食べることばかりで参加メンバーの体重も少し増えたのでは？ 

 私自身は冬の北海道が初めてだったので大満喫の旅でした。いつものことな

がら札幌真駒内ＲＣ齋藤さんはじめメンバーの温かいサポートとおもてなしに

感謝です、ありがとうございました。  

 せっかく締結した姉妹クラブです。メンバーが積極的に参加することによっ

て深化していくと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。      

（報告：山本）  

  

 P.Ｓ. 締結式典で歌った「奉仕の理想」、我がクラブは全員歌詞を見ないで 

      歌っていました。吉田ソングリーダーの成果ですね！  
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【 】 小計 15,000円 今年度累計 461,000円 

目標額 720,000円 達成率 64％ 1人当たり24,000円以上 

【 】 小計 5,000円   今年度累計 101,000円 
目標額 400,000円 達成率 25％ 

【 】 小計    0円  今年度累計  61,000円 
目標額    0円 達成率 100％ 1人当たり2,000円以上   

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月１５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２２名（７名）７５．８６％ 

２月１日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．８６％ 

ご来客１名 

次回例会 ３月１日（土） 
 

「創立２８周年記念例会」   

京都センチュリーホテル １Ｆ「花鳥の間」 

１７：３０受付 １８：００より 

 
２月は平和と紛争予防/紛争解決月間 

  行事予定  

◆地区行事    

 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 

 ４月２２日（日） 障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

 

「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 
 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30  

 ℡ 0798-48-1111    バス利用 

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 

ホストクラブ： 西宮夙川ＲＣ 

 

万殿 慎二 

・北海道では林会長、王幹事、古畑事務局 

 たいへんご苦労様でした。 

千田  適 ・札幌楽しかったが少々疲れました。 

 

山本 拓生 

・北海道、楽しかったです！ 

 ちょっとつかれました。 

 

瀬田 保二 

・札幌真駒内ＲＣとの姉妹クラブ締結を

 祝って。 

井上 正佳 ・札幌楽しかったです、お疲れ様でした。 

 

 

 

菱田 匡樹 

・札幌真駒内ＲＣとの姉妹クラブ締結式

 無事に終わりました。寒かったですが

 楽しい３日間でした。皆様ありがとう

 ございました。  

【 】 小計 15,000円 今年度累計 391,000円 
目標額 599,400円 達成率 65％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田  修 ・札幌行の皆様お互いにお疲れ様でした。 

内山 正元 ・札幌へ遠征された皆様、ご苦労様でした。 

松尾 義平 ・北海道行の皆さん御苦労様でした。 

 

 

上原 従正 

・雪の北海道札幌を楽しんで来ました。 

 真駒内ＲＣのメンバーと児嶋さんに

 感謝。 

井上 正佳 ・小樽の寒さは身に浸みました。 

 

万殿 慎二 

・北海道楽しみました。夜の散歩はさら

 に楽しかったです。 

 

王   杲 

・札幌真駒内の姉妹締結円満に完了しま

 した。 

内山 正元 ・末永様、この度はお世話になりました。 

出射 靖生 ・本日は暖かいですね。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

出射 靖生 ・台湾大地震御見舞。 

 

鎌野 孝和 

・瀬田様、王様、先日は本当にありがとう

 ございました。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛  

林  良訓 ・松尾さんお元気そうでなによりです。 

吉田  修 ・松尾さん、ごきげんよろしゅう。 

末永  寛 ・本日社会奉仕のクラブ討論会よろしく。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和 

 

林  良訓 

・児嶋さん 札幌との交流会御苦労様で

 した。 

 

安田  勝 

・北海道での合同例会参加の皆様お疲れ

 さまでした。 

万殿 慎二 ・ほろにが会少し飲みすぎました。 

森  正廣 ・松尾さん元気はつらつですネ。 

谷口 泰義 ・週報の表紙の写真楽しみにしています。 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男、千田  適 

出射 靖生、吉田  修、鎌野 孝和 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和 

 

安田  勝 

・札幌真駒内ＲＣとの姉妹クラブ締結を

 祝して。 

中川 俊夫 ・皆さん札幌ご苦労様でした。 



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 

「音楽例会」 【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～ 

３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】 

「エンジョイ・デー」 

会員 青竹 邦男様 

-RI創立記念日に因んで-

～新会員スピーチ～ 

「最近の金融経済情勢」 

「第2回家庭集会例会」 

晴明神社宮司 京都紫野ＲＣ会員 山口 琢也様 

「情報集会報告」 

「４スタンス理論～自分の体の取扱説明書を知ろう～（ヒトの身体の使い方は1種類

だけではない。最も自然で無理のない使い方は４種類存在するという身体理論）」 

「家庭集会まとめ」 

㈱ワイズトレーディングの歩みと展望  

会員 梅津 康正様 

担当 ローターアクト委員長 中村 吉晴様 

地区国際奉仕委員会委員  

桜井ＲＣ会員 内田 リカコ様 

 

会員 三輪 泰司様 

次回の例会は３月５日（月）の開催予定になります。 

～クラブ・デー～「会員組織部門 第５回クラブフォーラム」 

「今年度の地区国際奉仕委員会の活動について」 

-会員スピーチ-    「はもの上」 永井  孝会員 

「良寛 ～こころの風景～」 

「ロータリーと共に」 

「焼き鳥・から揚げが出来るまで…」  

「火災予防と身近な火災実験」  

「笑(わろ)てるだけでは、もったいない 大阪のおばちゃんの人心掌握術」 

「未定」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

ロータリー情報委員長 松本 恒司様 

京都女子大学 文学部 史学科 教授 桑山 由文様 

 

会員  古原 英男様 

光井 芳喜会員、平山 秀一会員、寸田 善久会員 

日本銀行 京都支店長 京都RC会員 植木 修康様 

【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 

２月２３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 

２月２６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月２７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月２８日 

（水） 

-会員スピーチ-「運命とめぐりあわせの人生」  

「継続治療の重要性①」 

「クラブ・フォーラム」 

クラブ・フォーラム（東山ローターアクトクラブ） 

◆ 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 

植松 繁一様 

学校法人 奈良大学 理事長 市川 良哉様 

 

「仕事と出会い」 野村 守会員 

京都市北消防署 署長 谷舖 昌三様 

岩瀬ジャズ＆ピアノ講師 岩瀬 章光様  

 

「陰陽道と晴明神社」 

「私の職業と歓び」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

日本女子ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ協会 

並河 恭子様 

R.I.元理事 会員 千  玄室様 

フリーランスコピーライター  

大阪研究家 前垣 和義様 


