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 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 
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『 藤右衛門さん邸の夜桜 』 



 第１３４４回例会  ２０１８年３月８日（木）   Vol.２８-３１ 

１．３月４日（日）第１１回桂川流域クリーン大作戦

 が行われました。 

２．本日例会終了後、地下１階「集の間」において

 ３月度定例理事役員会および次年度理事役員会が

 開催されます。 

３．３月１０日（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル

 京都において、京都嵯峨野ＲＣ創立２５周年記念例会

 が行われます。会長、幹事が出席いたします。 

 山田 俊哉（やまだ としや）様 
 

昭和33年生れ、59才 
 

昭和58年4月 京都市消防局に採用 

平成28年4月 現職（西京消防署長） 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「朧月夜 

  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 

 「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 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

◇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 

 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 

 

 

青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から２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： 問題ありません。  
 

★スピーチはしましたか： していません。 
 

★毎日の活動は： 毎日同じように学校に行っていつもと
 同じ授業を受けています。 
 今月は生徒の間で卓球が流行ってて休み時間にな
 ると卓球台を出してきて時間ぎりぎりまで遊んでいま
 す。 
 

★観光や訪問に行きましたか ホストファミリーとスキーに
 行きました。オランダには山がないのでオーストリア
 まで行って僕はスノーボードですがレンタルさせても
 らってとても楽しめました。他にはポルダーに行ったり
 博物館にも行ったりしました。 
 

★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。 
 

★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。 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか  
 バスケットボール 
 

★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、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。ホストファミ
 リーのお孫さんたちは当たり前ですが英語はしゃべ
 れないので頑張って身振り手振りも使ってコミュニ
 ケーションをとれたかなと思います。 
 

★なにか希望・要望はありますか  ありません。 

 

-創立２８周年記念例会- 

 「カントリーウェスタン」

    

小原 哲朗＆Friends 

 創立記念例会の報告は次回に掲載させていただきます。 

今日の歌   「朧月夜」 

高野辰之作詞・岡野貞一作曲 
 

菜の花畠
ばたけ

に 入り日薄れ 

見わたす山の端
は

 霞
かすみ

ふかし 

春風そよふく 空を見れば 

夕月
ゆうづき

かかりて におい淡し 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 3,000円   今年度累計 111,000円 
目標額 400,000円 達成率 28％ 

【 】  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◇ 創立２８周年記念例会 

出席率報告『３月３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２３名（７名）８２．７６％ 

２月１５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ７５．８６％ 

ご来賓 ８名、ご家族 ９名、出演者 ６名 

次回例会 ３月１５日（木） 
  

 クラブ・デー 

 第８回クラブ討論会 

 （広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

 
３月は水と衛生の月間 

  行事予定  

◆地区行事    

 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～ 

 ３月１３日（火） ロータリーほろにが会３月例会 

 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 18：00～ 

◆クラブ内行事    

 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 

 ﾛｰｻﾞﾝﾍﾞﾘｰ多和田（滋賀県米原市） 

【ニコニコ箱】 小計 60,000円 今年度累計 1,032,250円 
目標額 1,300,000円 達成率79％ 

林  良訓、万殿 慎二 

吉田  修、末永  寛、髙橋 英明 

・創立２８周年を祝して。 

 

 

内田 勝彦 

・西南ロータリークラブ会長 大嶽幸夫様、

 幹事 前田剛様ご臨席ありがとうござい 

 ます。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 487,000円 

目標額 720,000円 達成率 68％ 1人当たり24,000円以上 

大澤 祥二様  ・桂川ＲＣの２８年を祝って。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 417,000円 
目標額 599,400円 達成率 70％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

德田 正彦 ・祝 創立２８周年記念例会 

万殿 慎二 ・台湾三重中央ＲＣの皆様、ようこそ。 

中島 一行 ・祝 ２８周年。 

内山 正元 ・王さん、お久しぶり(^.^) 

内山 正元 ・創立２８周年を祝って。 

瀬田 保二 ・二十八周年を自祝して。 

松尾 義平 ・２８周年おめでとうございます。 

出射 靖、德田 正彦、王  杲 

・三重中央ロータリーの皆様ようこそ。 

 

林  良訓 

・西南ＲＣ会長 大嶽幸夫様、幹事 前田

 剛様ありがとうございます。 

吉田  修 ・台湾の皆様ようこそ。 

稲掛 英男 ・記念例会２８周年を祝して。 

中島 一行 ・祝２８周年。 

鎌野 孝和 ・２８周年自祝。 

出射 靖生 ・２８周年記念例会に。 

谷口 泰義 ・２８周年有難う存じます。 

 

井上 正佳 

・台湾三重中央ＲＣの皆様 

 ようこそおこし下さいました。 

上原 従正 ・三重中央ＲＣいらっしゃい。 

安田  勝 ・三重中央の皆様をお迎えして。 

児嶋 雄二 ・三重中央ＲＣの皆様よく来ていただき

 ました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！ 

末永  寛 ・台湾三重中央ＲＣの皆様ようこそ。 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男 

 

林  良訓 

・台湾三重中央ＲＣ会長カートン様はじめ

 ６名の皆様ようこそ。 

王   杲 ・西南ＲＣようこそ！ 

出射 靖生 ・春らしくなってきました。 

中川 俊夫 ・自祝 ３人目の孫ができました。 

谷口 泰義 ・三重中央の皆様ごくろうさんでした。 

王   杲 ・２８周年自祝。 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男 

 
 第１１回桂川流域クリーン大作戦の報告 

 

日 時 ３月４日(日) ９時～１１時 

    午前9時清掃作業開始 

場 所  桂大橋右岸 

参加者  上原、德田、鎌野、鎌野夫人、末永 
 

 ゴミのない「きれいな桂川」にしたいという地域

住民の思いで始まったクリーン大作戦、過去１０回

は寒い２月に開催でし

たが今回から春の兆し

が感じられる３月に 

変更となりました。 

当日は朝からポカポカ

と暖かく清掃日和で、

５名が指定された区域

を約１時間程清掃活動

を行いました。桂大橋右岸のテリトリーの参加人数

は約３００人で地域全体の参加者は約３，３００～

３，４００名との事でした。 

社会奉仕委員長  末永 寛 

BOXへ 吉田   修 



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 

「ふるさと納税セミナー」 
【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１５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＞ 

 

「ネパールの水資源とわたしの関わり 」 

～創生期メンバースピーチ～ 

「琵琶湖疏水通船 約70年ぶりに復活！」 

「クラブフォーラム」 

会員 八木 透様 

「未定」 

-新会員スピーチ- 

－会員スピーチ－「私の職業・趣味」 

会員 佐藤 文彦様 

担当 クラブ管理運営委員会 

委員長 平野 俊雄様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

教授 藤倉 達郎様 

次回の例会は３月１９日（月）の開催予定になります。 

～台湾高雄西北ＲＣ歓迎例会～時間・場所変更 

「夜間例会」 

「未定」 

～伏見RCとの合同例会の為、例会場、曜日臨時変更～ 

-世界ローターアクト週間に因んで-「アクトと私」 

「難聴と補聴器」 

「空間に“物語”をつくる」 

「日本の森林を守れ！未来のこどもたちのために！」 

-会員スピーチ- 

会員 西村 尹男様、西村 義行様、小野  昭様 

会員 土井 正樹様、津田 定明様 

会員 小宮山俊朗様、鈴木 由一様 

 

学校法人京都バレエ 京都バレエ専門学校 校長 有馬 えり子様 

土田 行夫会員、柳本 正雄会員 

京都市上下水道局総務部経営企画課 

事業推進係長 阪倉  渉様 

【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９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１２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月１３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月１４日 

（水） 

クラブデー 

「ダンス・クラシックの魅力」 

「サムライ観光大使」 

クラブ・フォーラム（クラブ管理運営委員会） 

◆ 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 

 

＊ビジター受付はありません。 

陶芸家、日本藝術院会員 森野 泰明様 

有限会社エイトエフェクト 代表 道田 淳様 

ＳＶグループ ナレッジチームリーダー 田村 悠揮様 

ジョー岡田様 

会員スピーチ「討伐され祀られる鬼たち」 

「私の職業と歓び」 

山本  敏彦会員 

荻田勝紀会員、岩上義和会員、松川統久会員 

京都ローターアクトクラブ 

会長 深尾  菜摘さん 

一般財団法人日本熊森協会  

副会長 室谷 悠子様 


