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開会点鐘                                     18：00       

  国家斉唱「君が代」 「三民主義」 

  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」 

  ご来賓・ご来客紹介 

    会長挨拶             会長    林 良訓 

    ご来賓挨拶 京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長   大嶽幸夫様 

     台湾三重中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 吳  忠 和様 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

閉会点鐘     18：25 

祝賀会開会   司会  上山泰弘 

 会長挨拶   会長  林 良訓 

 会長記念品交換 

 乾杯＆ 食事歓談 会長ｴﾚｸﾄ  内田勝彦 

 

「カントリーウェスタン」    

     小原 哲朗＆Friends 

 閉会挨拶  副会長   髙橋英明 

 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ  吉田  修 

プログラム 

  

創立２８年記念ご挨拶 
 

京都桂川ロータリークラブ  

会 長   林  良訓 

 

  本日、京都桂川ロータリークラブは創立２８周年を

迎えることができました。 

会長として感謝し、ご列席の皆様と共に心よりお祝い

したいと存じます。 

ご多忙の中、京都西南ロータリークラブ会長 大嶽

幸夫様、幹事 前田剛様、台湾三重中央ロータリー

クラブ会長 吳忠和（Carton） 様、会長エレクト黄 

連福（Ｌｕｃｋｙ） 様はじめ６名のメンバー様、そして京

都桂川ロータリークラブ会員及びご家族の皆様にご

出席いただき、厚くお礼申し上げます。 

  ＲＩ会長イアンH.S.ライズリー氏はテーマを「変化

をもたらす」と、また、国際ロータリー第２６５０地区 

田中誠二ガバナーは「愛情と誇り」とされています。

ロータリー愛に満ちたお二人のテーマに従い、私は

「出逢い・融和・発展」というテーマを揚げさせていた

だきました。 

会長任期も半分が過ぎました今、もう一度思い起こし

努力を積み重ねていく所存です。 

 
祝 詞 

 

台湾三重中央ロータリークラブ  

会 長    吳 忠 和       
 

  京都桂川ロータリクラブにおかれ

ましては、本日ここに創立28周年

記念例会をお迎えになり、まことに

おめでとうございます。 

台湾三重中央ロータリクラブを代表し、心からお喜びと

お祝いを申し上げます。 

 また、盛大なお祝いの席にお招きいただき、衷心より

厚くお礼を申し上げます。 

 貴クラブは、1989年に安田初代会長の下、桂川精神

を表すロータリクラブとして創立され、今日まで名実とも

に立派なクラブに発展されましたことに、心より敬意を 

表します。両クラブが1990に友好クラブ、1998年に姉妹

クラブとして締結して以来、28年の歳月が流れました。

歴代会長様の努力のお蔭で、両クラブが友情と信頼を

深く築き上げ、今日まで歩んで来ることができました。 

特に2年に一度の合同例会と旅行を通じて、両クラブの

関係を深めてまいりました。また、会員諸氏のみならず、

ご家族の皆様方の熱心な交流活動への参加によって、

両クラブの親睦がより一層深まったことに、今年度の  

会長として感謝するとともに、厚くお礼を申し上げます。 

これからも初心を忘れず、お互いに協力しながら、友情

の絆が末永く固く結ばれるよう、共に頑張って参りたいと

存じます。 

 また、この機会をお借りして、弊クラブ一同を代表し、

貴クラブの皆様とご家族様に台湾での活動への御招待

を申し上げます。そして、台湾式の情熱を御身に染みて

いただければ幸いでございます。 

 結びにあたり、貴クラブの益々のご発展と、林会長を 

はじめ会員の皆様とご家族の方々のご活躍とご健勝を

心からお祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。  

                                            

謝謝       

  

本年度は、センチュリーホテルの大改修に伴い、  

会員の皆様には多大な迷惑をお掛けいたしており

ますなか、例年とかわらずアクティブな事業展開をし

て頂き、友好クラブの札幌真駒内ロータリークラブと

の札幌での姉妹クラブ締結記念例会や、青少年交

換留学生としてサラさんを迎えさせて頂きました。 

京都桂川ロータリークラブの３０周年に向かい、テー

マに揚げさせて頂きました「出逢い・発展・融和」の

初志と共に桂川ロータリークラブの発展のため、  

会長、幹事が先頭に立ち頑張るつもりですが、今一度

会員の皆様の力強いご支援ご協力をお願致しま

す。 

これをもちまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

 



１．３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

 ました。 

２．本日、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した。内田会員、吉田会員

 万殿会員が出席いたしました。 

３．３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。 

４．３月８日（木）例会終了後、３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。 

◇京都西RC創立６０周年記念例会・祝宴 

  日 時：３月５日（月）  

      受付・呈茶席 １３：３０ 

      記念式典 １４：３０～１６：００ 

      記念祝宴  １６：３０～１９：００ 

   場 所：リーガロイヤルホテル 

   登録料：お一人 １５，０００円 

   参加者：会長、幹事、德田会員、吉田会員 

 

◇京都嵯峨野RC創立２５周年記念例会・祝宴 

  日 時：３月１０日（土） 受付 １５：００ 

      記念式典  １６：００ 

      記念祝宴  １８：００ 

  場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

  登録料：お一人 １５，０００円 

 参加者：会長、幹事 

 

◇京都西南RC創立４５周年記念例会・祝宴 

  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 

 参加者：会長、幹事、末永会員、德田会員、 

     吉田会員 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

◆ご来賓のご紹介 

 

京都西南ロータリークラブ 

  会長 大嶽 幸夫 様 

  幹事 前田   剛 様 
 

台湾三重中央ロータリークラブ 

   会 長  吳 忠 和 (Carton)様 

   会長エレクト  黄 連 福 (Lucky)様  

        李 新 國（Lee）様 

        杜 友 仁（Aspirin）様 

        大澤 祥二様 

   王 綉 雯様 
 

◆ご来客のご紹介 

 

   出射会員夫人  喜代子様 

   中川会員夫人  美智子様 

    内田会員夫人  由美子様 

   内山会員夫人  容子様 

   上原会員夫人  栄子様 

   上山会員夫人  美絵様 

   山本会員夫人  真由美様 

   安田会員夫人  多津枝様 

   吉田会員夫人  末子様 

 

「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 

 
◇２０２０-２１年度 ガバナー決定 

RI第2650地区2017-18年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会より 
 

 RI細則14.020.6に基づき２０１８年２月５日付地区

公示を行いましたところ、公示期限の２月１９日まで

に地区内いずれのクラブからも対抗候補者の届出が

ありませんでした。 

 つきましては、地区ガバナー指名委員会が推薦した

候補者、福井フェニックスRC会員 松原六郎（まつば

らろくろう）氏に 当地区2020-21年度ガバナーに決

定したことを宣言します。 

 

 「カントリーウェスタン」    

   小原 哲朗＆Friends 
 

 ボーカル   小原哲朗様 

    森山美果様 

 ギター    岡田幸夫様  

 スチールギター  柏原建夫様 

 ベース   毛穴良幸様 

 ドラム   藤原 豪様 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

京都桂川ロータリークラブ・クラブソング 

      作詞 安田 勝  作曲 富井 宏 
 

流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 



 「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 

【ニコニコ箱】 小計 17,000円 今年度累計 972,250円 
目標額 1,300,000円 達成率75％ 

林  良訓 ・川端先生のお話楽しみにしております。 

稲掛 英男 ・川端様のスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・川端先生のスピーチ楽しみに。 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 473,000円 

目標額 720,000円 達成率 66％ 1人当たり24,000円以上 

【 】 小計 7,000円   今年度累計 108,000円 
目標額 400,000円 達成率 27％ 

【 】 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２２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２４名（４名）９２．３１％ 

２月１１日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ５４．１７％ 

ご来客２名 

次回例会 ３月８日（木） 
 

 

「先人に学ぶ 京都の防災について」 
 

  西京消防署長   山田 俊哉様 

 
３月は水と衛生の月間 

  行事予定  

◆地区行事    

 ３月 ５日（月） 京都西ＲＣ創立６０周年記念例会・祝宴 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 14：30～ 

 ３月１０日（土） 京都嵯峨野ＲＣ創立２５周年記念例会 

 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞＨ 16：00～ 

 ３月１８日（日） 会長エレクト研修セミナー 

 橿原ロイヤルホテル 受付10：00～ 

 ３月２６-２８日 青少年交換学生対象白馬ＲＣ主催 

 交換学生スキーの集い 

 ４月 ８日（土） 地区大会 会長・幹事・地区委員長会議 

  ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

  ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ 

 ４月 ９日（日） 地区大会  新会員セミナー 

  青少年フォーラム 

  本会議 

  京都市勧業館みやこめっせ 

  大懇親会 

  ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ  

◆クラブ内行事    

 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 

千田  適 ・川端先生のお話楽しみです。 

末永  寛 ・川端さんのお話しを楽しみに。 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 403,000円 
目標額 599,400円 達成率 67％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

出射 靖生 ・川端様のスピーチ楽しみに。 

太田 勝彦 ・だんだん暖かくなってます。 

井上 正佳 ・春近し！！ 

安田  勝 ・川端伸也先生をお迎えして。 

万殿 慎二 ・川端様のスピーチ楽しみです。 

 

谷口 泰義 

・北海道姉妹クラブ締結式典参加の皆様 

 ごくろうさんでした。 

森  正廣 ・オリンピック盛り上がってますネ。 

出射 靖生 ・上山先生御見舞。 

山本 拓生 ・サラさんようこそ！ 

吉田  修 ・寒さもやわらいで。 

菱田 匡樹 ・本日、早退お詫び。 

BOXへ 千田  適、井上 正佳、太田 勝彦 

稲掛 英男 

王   杲 ・川端様のスピーチをお楽しみ。 

 

林  良訓 

・３月３日の２８周年記念例会 

 皆様よろしくお願いします。 

内山 正元 ・川端様、本日はお世話様です。 

BOXへ 太田 勝彦、稲掛 英男、千田  適 

吉田  修、鎌野 孝和、末永  寛 

BOXへ 吉田  修 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って。 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 

 

森  正廣 

・インフルエンザＢ型で６日間休んでい

 ました。 

BOXへ 鎌野 孝和 

林  良訓 ・インターアクトに。 

 

安田  勝 

・オリンピック女子スケートチームの 

 活躍に感動。 

 

上原 従正 

・連日のピョンチャンから感激ありが

 とう。 



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 

「薪炭革命～木と火のある暮らし～」 
【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８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】 

「創立25周年記念例会最終説明会」 

 

「何故日本中から温泉が湧出するのでせうか」 

「狂言の色」 

「マンガ文化を守るミュージアムと図書館」 

「コミュニティラジオ局 FMおとくに開局に向けて」 

会員 服部  裕様 

「未定」 

-会員スピーチ-「人生100年」 

 ｢天王山勤皇一七烈士｣ 

 

 

米山奨学生(京都北東R.C.)  

パゾス マガリニョス カルメンさん  

 

会員 桂  京造様 

-クラブフォーラム-「少年少女サッカー大会について」 

クラブ・デー「青少年部門 第６回クラブフォーラム」 

「未定」 

「創立20周年準備例会」 

「明日の京都のために尽くす！（仮）」 

-新会員スピーチ-「京料理をなぞる」 

クラブデー 

「お相撲のあれこれ」 

「自助具とは何か、自助具を製作するときに 

大事にしている心構えとは」  

「第四次産業革命による産業と社会の変化」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

元大山崎町役場 経済環境課長  林   亨様 

株式会社 ブロードバンドタワー  

代表取締役会長兼社長、CEO 藤原 洋様 

 

会員  古原  英男様 

能楽師大蔵流狂言方・忠三郎狂言会当主 京都東山RC会員  茂山忠三郎様 

2017年度米山奨学生 

カーロヴィ チュ，ダルマ様 

【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 

３月２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 

３月５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月７日 

（水） 

-新入会員スピーチ-「コーヒーの美味しい立て方」 

「継続治療の重要性②」 

「日本最古の花街・島原の世界」 

クラブ・デー 

◆ 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 

戸塚 晴彦様 

元・国土交通省審議官 

復興庁前事務次官 西脇 隆俊様 

 

担当委員会 20周年実行委員会 

幕内格行司 木村 之助様 

㈱Hibana 京都ペレット町家ヒノコ  

代表取締役 松田 直子様 

島原司太夫様 

-会員スピーチ-「無理無題」 

＜クラブ創立６０周年記念例会 式典・祝宴＞ 

一般社団法人FMおとくに  

専務理事 木本 直樹様 

上西 阿沙会員 

松井  明太様 

京 自助具館 会長 近藤千津子様  


