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【友好クラブ】  札幌真駒内ロータリークラブ 
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『 藤右衛門さん邸の夜桜 』 



 第１３４５回例会  ２０１８年３月１５日（木）   Vol.２８-３２ 

１．３月１０日（土）京都嵯峨野ＲＣ創立２５周年記念

 例会が行われ、会長、幹事が出席いたしました。 

２．３月２１日（水）リーガロイヤルホテルにおいて

 京都朱雀ＲＣ創立２５周年記念式典・祝宴が行われ

 ます。会長・幹事が出席いたします。 

３．３月２９日（木）の例会は休会です。 

2017-18年度 第３回炉辺会合４班の報告 
 

第３回炉辺会合を開催しました 

          ４班リーダー 内山 正元 
 

 ３月１０日、午後７時から下鴨茶寮において炉辺会合が

開催されました。 

参加者は稲掛、近藤、中川、菱田そして内山の５名でし

た。（８人中５人） 

I会員から成人病と投薬治療、K会員から京都府政全般とり

わけ西京区の発展、N会員から中小企業経営と海外展開、 

U会員から森友問題と国会などが語られH会員は主にきき役

にまわっていました。 

わがRCにはより若いメンバーが必要なことを確認し、H会員

に期待するところ大であることをこもごも語り合いまし

た。格調高く、またはんなりした下鴨茶寮の懐石料理に舌

つづみをうちながら、時間のゆるすかぎり春の宵を満喫い

たしました。 

K会員が生活習慣病の代表的疾病のラインアップを揃えて

いることが判明し、十分なる自重と体調の監視をお願いし

ておきました。 

 

 

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８回クラブ討論会（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

  RI第2650地区広報副委員長 玉城 博和様 

  公共イメージ委員長   吉田 修会員 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

 

「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) 
 

参加者：  森、谷口、德田、内田、上原、 

 安田の各会員 

「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 

 

会員誕生日お祝い   

  ４日 森       正廣会員 ２７日 安田 勝会員 
  

結婚記念日お祝い 

   ２日 田中 守会員 ５日 末永  寛会員 

   ３０日 近藤永太郎会員       
 

創業記念日お祝い 

  １日 上山泰弘会員 上山歯科診療所 

  ３日 安田 勝会員 安田医院 
 

３月おめでとうございます 

 

 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、万殿、森、末永、谷口、 

       德田、内田、吉田の各会員 

◇「台湾東部地震」災害復興支援決定の報告 

 ２月６日、台湾東部を襲った 地震に対し「地区災害

 対策基金特別委員会」が３月２日に開催されました。

 協議の結果、２６５０地区より３００万円を３４９０

 地区に送金した旨、ガバナー事務所から報告があり

 ました。 

 

平成３０年４月１日から「西京

消防クラブ」から「京都市西京ジュニア消防団」にクラブ

名が変更されました。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 1,000円   今年度累計 112,000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   

日 時 2018 年３月８日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 髙橋、内田、王、太田、内山、末永、 児嶋、 
 出射の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２． 札幌真駒内RCとの「姉妹クラブ締結および 
 祝賀会」について  2/10-12 
３．創立２８周年記念例会について 3/3（土） 
４．台湾東部地震について  
５．第８回クラブ討論会について 3/15（木） 
６．2017-18年度地区大会について 4/7～4/8 
７．第２１回川クラブ友好の集いについて4/7（土） 
８．第４回クラブ協議会について 4/19（木） 
９．障害のある人と家族のためのレクリエーション 
 について   4/22（日） 
10．春の家族会について 
11．その他  

日 時 2018 年３月８日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 内田、髙橋、太田、井上、児嶋、末永、 
 出射、中島の各会員 
議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 
２．年間行事予定について 
３．週報について 
４．京都市内２４ＲＣ共同事業について 
５．地区研修・協議会について 
６．その他 

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２２名（３名）８８．０％ 

２月２２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３１％ 

ご来客４名 

次回例会 ３月２２日（木） 
 

「６５０年前から続く喜劇『狂言』」 

  大蔵流狂言方  

     井口 竜也様 

 
３月は水と衛生の月間 

  行事予定  

◆地区行事    

 ３月２１日（水） 京都朱雀ＲＣ創立25周年記念式典・祝宴 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 16：30～ 

 ４月 ７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 

 ４月 ８日（日） 新会員セミナー 

 青少年奉仕フォーラム 

 地区大会本会議 大懇親会 

◆クラブ内行事    

 ３月２９日（木） 休会 

 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 12,000円 今年度累計 1,044,250円 
目標額 1,300,000円 達成率80％ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 500,000円 

目標額 720,000円 達成率 69％ 1人当たり24,000円以上 

髙橋 英明 ・西京消防署長 山田様をお迎えして。 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 429,000円 
目標額 599,400円 達成率 72％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

出射 靖生 ・山田様のスピーチ楽しみに。 

 

髙橋 英明 

・２８周年記念例会にご参加頂き 

 ありがとうございました。 

太田 勝彦 ・署長様ご苦労様です。 

 

稲掛 英男 

・西京消防署長山田俊哉様のスピーチ 

 楽しみに。 

 

王   杲 

・西京消防署長山田俊哉様のスピーチを

 お楽しみ。 

 

児嶋 雄二 

・札幌真駒内ＲＣ西島氏のご逝去に心から

 ご冥福を祈って。 

 

吉田  修 

・先日の２８周年記念例会ではごくろう

 さまでした。 

 

森  正廣 

・豊後竹田「岡城」名曲「荒城の月」を

 しのぶ。 

千田  適 ・だいぶ春らしくなりました。 

井上 正佳 ・来週、展覧会やります。よろしく！！ 

 

末永  寛 

・桂川クリーン大作戦参加の皆様、 

 ご苦労様でした。 

出射 靖生 ・雨が続きますね。 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男、千田  適 

井上 正佳 

BOXへ 吉田   修 

吉田  修 ・本日、早退お詫び、理事・役員会欠席です。 

谷口 泰義 ・防災の心構えを勉強させて頂きます。 

BOXへ 出射 靖生、稲掛 英男、井上 正佳 

 

安田  勝 

・消防署の皆様には何時もお世話になって

 います。 

内山 正元 ・梅が咲きはじめましたね。 

 

万殿 慎二 

・桂川クリーン大作戦参加の皆様 

 ご苦労様でした。 

 

上原 従正 

・山田西京消防署長様のスピーチを楽し

 みに。 

万殿 慎二 ・山田様のスピーチ楽しみです。 



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-「台南サッカムＲＣ訪問の報告」  【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２２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】 

「祝日休会」 

 

「維新150年―鳥羽伏見の戦いから大坂親征―」 

～京都洛南RCとの合同例会～「JR京都駅140周年にちなんで」 

「休会」 

「会員スピーチ」 

㈱松山閣松山 代表取締役社長 

 名古屋西RC会員 松山 吉之様

「祝日休会」 

「休会」 

「休会」 

＊ビジター受付はありません。 

和歌山大学客員教授･工学博士  

和田  武様 

 

 

城南宮宮司、洛南保勝会会長  

鳥羽 重宏様 

「仮想通貨の技術と法」 

「祝日休会」 

「祝日休会」 

「休会」 

「眠りに関して」 

「祝日休会」 

「休会」 

「現代の大和撫子の在り方を考える京都ジェンヌの会」 

「RI第２６５０地区出向報告」 

｢相変わらず作るために｣ 

和歌山大学客員教授･博士 和田  武様 

＊ビジター受付はありません。 

開花堂 六代目 八木 隆裕様 

京都平安ＲＣ会員 土井 大信様 

京都府元気活躍協議会 事業統括員 中野  勝仁様 

奈倉 宏治会員 

＊ビジター受付はありません。 

【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１６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１９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月２０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月２１日 

（水） 

-会員スピーチ-「私の職業奉仕」 

「これからの高齢者雇用を考える」 

「クラブ・フォーラム」 

クラブ・フォーラム（創立50周年記念事業実行委員会） 

◆ 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 

会員   大東 和子様 

 

陶芸家、日本藝術院会員 森野 泰明様 

一般社団法人京都ジェンヌの会  

代表理事 中村 菜穂様 

大森  剛会員 

 

「日本サッカー界の現状とワールドカップの展望」 

「世界と日本の再生可能エネルギー最新動向」 

山本 隆一会員、長谷川 太一会員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

才門 俊文様、田丸 善三様、藤原 敏治様、山本  恵様 


