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 会長 林  良訓 
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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 

 

『 藤右衛門さん邸の夜桜 』 



 第１３４６回例会  ２０１８年３月２２日（木）   Vol.２８-３３ 

１．３月２１日（水）京都朱雀ＲＣ創立２５周年記念

 式典・祝宴が行われ、髙橋副会長と王幹事が出席い

 たしました。 

２．３月２６日～２８日、青少年交換受入学生対象の

 白馬ＲＣ主催交換学生スキーの集いが行われ、サラ

 さんが参加されます。 

３．次週の例会は休会です。 

４．４月５日（木）例会終了後、４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。 

 井口 竜也（いぐち たつや）様 
 

京都出身 

1976年7月22日生まれ。 

2003年 十三世茂山千五郎（現千作）に師事。 

同年「しびり」のシテで初舞台。 

2015年 「那須語」を披く。 

2017年 海外公演に参加、イタリア、ワシントンＤＣ 

公演予定。 

2011年4月 島津洋海、増田浩紀、鈴木実、山下守之

井口竜也によって、「狂言五笑会」を発足。 

年４回定例公演を京都府立文化芸術会館にて開催。 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「花」 

  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 

 「６５０年前から続く喜劇 『狂言』」 

    大蔵流狂言方  

        井口 竜也様 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月７日（土） 

13：30～15：30 会長・幹事・地区委員長会議 

18：00～20：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

（会長・幹事）  

４月８日（日） 

10：00～11：30 新会員セミナー（井上会員） 

10：00～11：30 青少年奉仕フォーラム 

（サラさん、山本咲良さん） 

13：00～16：00 地区大会本会議 

16：00～17：00 蹴上インクライン散策 

17：00～18：30 大懇親会 

 （林、王、井上、上原、内田、内山、鎌野 

  末永、千田、田中、谷口、德田、万殿 

  森、山本の各会員）15名 

クラブ・デー 

第８回クラブ討論会（広報・ＩＴ・雑誌・会報） 

【ニコニコ箱】 小計 26,000円 今年度累計 1,070,250円 
目標額 1,300,000円 達成率82％ 

林  良訓 ・玉城様、いつもお世話になります。 

出射 靖生 ・玉城様のスピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・玉城地区広報副委員長様、本日よろしく

 お願いいたします。 

稲掛 英男 ・玉城様お世話になります。 

安田  勝 ・８７才になります、感謝の毎日です。 

 

千田  適 

・春の陽に誘われて歩いてきました。 

 春です。 

内山 正元 ・この暖かさ、桜が早く咲きそうです。 

井上 正佳 ・いい季節になりました！！ 

京都西南ＲＣ 

玉城 博和様 

 

BOXへ 鎌野 孝和 

 今日の歌  「花」 
 

作詞 武島 羽衣 作曲 滝 廉太郎 

春のうららの隅田川 

のぼりくだりの船人が 

櫂
かひ

のしづくも花と散る 

ながめを何にたとふべき 

RI第2650地区広報委員会   

 副委員長 玉城 博和様 

公共イメージ委員長

 吉田 修会員 

３月会員誕生日お祝い 

林会長と安田会員 

おめでとう 

 ございます！ 

 

吉田  修 

・玉城様 本日はお世話になります。 

 よろしくお願いします。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 4,000円   今年度累計 116,000円 
目標額 400,000円 達成率 29％ 

【 】  小計  0円  今年度累計  61,000円 
目標額 60,000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『３月１５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２０名（６名）７１．４３％ 

３月３日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８２．７６％ 

ご来客３名 

次回例会 ４月５日（木） 
 

「茶の湯の楽しみ」 

  財団法人 茶道今日庵 業躰 

  京都西ＲＣ会員    金澤 宗維様 

  行事予定  

◆地区行事    

 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 

 ４月１０日（火） ロータリーほろにが会４月例会 

 東華菜館 （ﾎｽﾄ：京都南ＲＣ） 

◆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 

 
３月は水と衛生の月間 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 516,000円 

目標額 720,000円 達成率 72％ 1人当たり24,000円以上 

 

林  良訓 

・森本問題も大変ですが、早く北朝鮮問題

 にシフトして。 

出射 靖生 ・桜も開き始め。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、千田  適 

山本 拓生、井上 正佳 

BOXへ 吉田   修、菱田 匡樹、鎌野 孝和 

吉田  修 ・いい陽気ですね、このまま春になる？ 

林  良訓 ・前回例会欠席おわび。 

出射 靖生 ・暖かくなりました。 

万殿 慎二 ・梅見てきました、きれいでした。 

末永  寛 ・急に春が来ましたね。 

上原 従正 ・初春、あまご釣の季節になりました。 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、井上 正佳 

 

稲掛 英男 

・内山先生、先日の家族会ではお世話に

 なりありがとうございました。 

太田 勝彦 ・今日も元気で。 

谷口 泰義 ・暖かくなると心がなごみます。 

太田 勝彦 ・今日は早く来ました。 

 

台湾三重中央ＲＣ来日 

 

 ３月２日（金）～５日（月） 、当クラブの創立２８周年記念 

例会出席のため、台湾三重中央ロータリークラブの呉忠和

会長をはじめ５名のメンバーと王さんが来訪されました。 

 ３月２日、井上、内田、王、児嶋

が関空へお迎えに行き、その日

の夕方より南禅寺の「八千代」に

おいて、ウェルカムパーティーを

開催しました。 桂川ＲＣからは 

１０名、 総勢１６名のもと懐石 

料理をいただきながら親睦を深めました。 

 ３月３日、林、井上、王、児嶋と台湾三重中央ＲＣの  

メンバーで京都水族館にいき１時間ほど見学しました。

その後昼食を共にし、記念例会までは自由時間とし 

台湾三重中央ＲＣメンバーはドラックストアなどお目当て

のお店へと行かれました。 

 午後６時からの創立２８周年記念式典には京都西南 

ＲＣ会長、幹事、台湾三重中央ＲＣから６名と会員夫人 

９名にご出席いただきました。 

 祝宴では、上山親睦委員長のご紹介でカントリーウェ

スタンの演奏でボーカルの小原さん他５名でなつかしい

曲を演奏いただき大いに盛り上がりました。ボーカルの

小原さんと上山会員はいとこ同士ということで、今回出演

いただけたそうです。 

 最後になりましたが、次年度台湾三重中央ＲＣの創立

３０周年記念例会が１１月３日に行われますので、引き続

き会員各位のご協力、ご参加よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告：児嶋国際奉仕委員長） 

【 】 小計 7,000円 今年度累計 436,000円 
目標額 599,400円 達成率 73％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 



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 

「さくらを愛でる会」（会員親睦会） 【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２９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】 

＜春の夜間例会のため、例会変更＞ 

＊ビジター受付はありません。 

-イニシエーションスピーチ-「 自己紹介～ご縁に感謝～ 」 

「休会」 

「文化庁の京都移転とは」 

「薬物（ドラッグ）について」 

Kozue Method マスタートレーナー 木村こずえさん 

「休会」 

「これからのロータリー」 

「訪台報告」  

京都織物卸商業組合理事長   野瀬兼治郎様 

＊ビジター受付はありません。 

米山奨学生 パゾス マガリニョス カルメンさん 

＊ビジター受付はありません。 

会員 德田 洋典様 

次回の例会は４月２日（月）の開催予定になります。 

～ほろよい会例会～のため、日時・場所変更 

「お別れのご挨拶」 

「未定」 

「未定」 

「文化庁が京都移転で目指すもの」 

「男の着物」 

京都西R.C.との合同例会のため、例会場所臨時変更 

「未定」 

「休会」 

一般財団法人日本熊森協会 副会長 室谷  悠様 

国際奉仕委員会 委員長  梶野 興三様 

＊ビジター受付はありません。 

 

京都府元気活躍協議会 事業統括員 中野  勝仁様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

文化庁地域文化創生本部 事務局長 松坂 浩史様 

【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 

３月２６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月２７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月２８日 

（水） 

-会員スピーチ-「シベリア抑留者慰霊の思い出」 

「スーパーサーズデー」 

「休会」 

→２８日（水）へ例会日時・場所臨時変更 

◆ 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 

鈴木 英正様 

会員   大東 和子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

京料理 一子相伝なかむら ６代目主人 中村 元計様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

「若さの秘訣」 

「京都紫野RC・京都西RC合同例会」 

乙訓薬物乱用防止指導員・保護司 山本  照彦様 

RI第2650地区パストガバナー   中澤 忠嗣会員 

文化庁 地域文化創生本部 事務局長 松坂  浩史様 

洛中桐田奨学生 モハマド・シャリアー カーン君 


