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『 藤右衛門さん邸の枝垂桜 』 



 第１３４７回例会  ２０１８年４月５日（木）   Vol.２８-３４ 

１．４月２日（月）京都東山ＲＣ創立５０周年記念

 例会・祝宴が行われました。会長、幹事が出席いた

 しました。 

２．本日例会終了後、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。 

３．４月７日（土）西宮夙川ＲＣのホストで「第２１回

 川クラブ友好の集い」が開催されます。森、田中、

 德田、安田、上原の各会員が参加します。 

４．４月７日（土）ウェスティン都ホテルにおいて、

 地区大会「会長・幹事・地区委員長会議」および

 「RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会」が開催されます。 

 会長、幹事が出席します。 

５．４月８日（日）京都市勧業館みやこめっせにおいて

「新会員セミナー」「青少年奉仕フォーラム」「地区

 大会本会議」が開催されます。 

 金澤 宗維（かなざわ そうい）様 
 

昭和３３年８月７日生 

昭和５６年３月 同志社大学文化部卒業 

昭和５６年４月 裏千家 今日庵 入庵 

現在に至る 

2017-18年度 第３回炉辺会合２班の報告 
 

開催日 平成３０年３月１７日（土） 

メンバー 上原 上山 千田 内田 王 高橋の各会員 

 

 四条烏丸の美濃吉にて開催しました。今回は偶然 

昨年４月２７日に開催された桂友会と同じ部屋で炉辺

会を開催する事になりました。美味しい和食を食べな

がら、クラブの奉仕活動や同好会の事について 色々な

お話がでました。奉仕活動のひとつとして 「西京区内

にあるAEDの地図を作成してはどうか」。これは、社会

奉仕事業として会員の皆様のご協力を得ながらの事業

にはなると思いますが、完成すれば桂川ロータリーの

名前の入っているAEDマップが広く配布される事になる

と思います。 

また、同好会の活動をもっと活発にして会員増強に 

つなげてはとの話も出てきて、ヨット同好会やゴルフ 

同好会のお話がでておりました。 

                リーダー 高橋英明 
 

2017-18年度 第３回炉辺会合３班の報告 
 

 平成３０年３月１８日(日)、谷口会員がリーダーで炉辺

会合を開催しました。 

場所は、京都洛中ＲＣの会員のお店で竹屋町通室町にある

「やまや」さんです。 

参加者は、谷口会員、出射会員、児嶋会員、森会員、吉田

会員と山本でした。  

 テーマは、「多様性はロータリーの強み」ということで

参加者がそれぞれの立場や現在の状況において会話をしま

した。吉永小百合の映画の話題から煙草の副流煙よりP.M. 

2.5の恐ろしさの話、今話題のA.I.についてや、アナログ

スピーカーの話

しなど、話題は

尽きることが無

くあっという間

のひとときでし

た。 

 

報告：山本拓生 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  国家「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

  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 

 「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 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

「６５０年前から続く喜劇  

  『狂言』」 
 

   大蔵流狂言方  

   井口 竜也様 

 

「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 

会  費： 10,000円(当日支払) 
 

参加者：  森、田中、德田、上原、安田の各会員 

 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 1,000円   今年度累計 117,000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２２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２０名（４名）７６．９２％ 

３月８日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客１名 

次回例会 ４月１２日（木） 
 

「耕ちゃんオールディーズジャンボリー」 
 

      上田 耕三様 

  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） 

 ４月１５日（日） 2018-19年度地区研修・協議会 

 国立京都国際会館 12：00受付 

 12：30～全体会議、13：25～分科会 

 15：00～17：00 全体会議 

◆クラブ内行事    

 ４月 ７日（土） 第２１回 川クラブ友好の集い 

 ホテルヒューイット甲子園 集合10時 

 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） 

 ４月２６日（木） 「桂友会」 ウィズユー３Ｆ 17：00～ 

 ５月２０日(日） 「春の家族会」 京福電鉄出町柳 9：30集合 

 
４月は母子の健康月間 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 524,000円 

目標額 720,000円 達成率 73％ 1人当たり24,000円以上 

王   杲 ・井口竜也様のスピーチをお楽しみに。 

出射 靖生 ・早咲きの桜が満開です。 

BOXへ 千田  適、田中  守、吉田  修 

BOXへ 吉田   修 

 

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 

ウェスティン都Ｈ京都（会長・幹事）  

４月８日（日） 

10：00～11：30 新会員セミナー 

京都市勧業会館みやこめっせ（井上） 

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 
  京都市勧業会館みやこめっせ 

16：00～17：00 蹴上インクライン散策 

17：00～18：30 大懇親会  
  京都市勧業会館みやこめっせ 

（林、王、井上、上原、内田、内山、鎌野、 

末永、千田、田中、德田、万殿、森、山本） 

 

林  良訓 

・いよいよ地区大会です、多数の参加

 お願いします。 

上原 従正 ・井口竜也様のスピーチをたのしみに。 

 

万殿 慎二 

・中島さん、炉辺会合ありがとうござい

 ました。 

 

林  良訓 

・駐車場がたいへんな時期になってきま

 した。 

万殿 慎二 ・井口様のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 田中  守 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 448,000円 
目標額 599,400円 達成率 75％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 20,000円 今年度累計 1,090,250円 
目標額 1,300,000円 達成率84％ 

林  良訓 ・井口竜也様お話楽しみに。 

末永  寛 ・井口さんのお話を楽しみに。 

田中  守 ・井口様のスピーチ楽しみです。 

德田 正彦 ・中島会員炉辺の幹事お世話様でした。 

 

出射 靖生 

・谷口さん、先日は炉辺会合お世話になり

 ました。 

 

谷口 泰義 

・炉辺会合３班の皆様、ごくろうさん

 でした。 

山本 拓生 ・谷口さん炉辺でお世話になりました。 

中川 俊夫 ・例会２回欠席おわび。 

BOXへ 上山 泰弘 

 

千田  適 

・井口さん、本日はスピーチよろしく

 お願いします。 

 

森  正廣 

・今年の年金旅行は、和倉温泉「加賀屋」

 でした。 

 

 

吉田  修 

・いよいよ京都府知事選挙です。投票日は

 地区大会と重なります。期日前投票を

 お勧めします。 

出射 靖生 ・井口様のスピーチ楽しみに。 

 

吉田  修 

・谷口さん、先日の炉辺ではお世話に

 なりました。 

山本 拓生 ・サラちゃんホストチェンジしました。 

 

内山 正元 

・桜の開花便りが始まりました。ソワソワ

 します。 



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 

「『10の約束』守れますか？ペットの終活～理想と現実～」 
【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～ 

４月１２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】 

「クラブ・デー」 

 

「休会」 

「巡り合わせ」 

「竹穂垣補修事業について」 

「これからの向日市」 

RID2650 ＡＧ 京都第1グループ担当 

(京都中RC) 小森 一宏様 

クラブ・デー 

-新会員スピーチ- 

「休会」 

＊ビジター受付はありません。 

 

ジブラルタ生命保険㈱ ライフプランコンサルタント 野村 耕平様 

 

＊ビジター受付はありません。 

次回の例会は４月１６日（月）の開催予定になります。 

「日本映画と共に１００周年」 

「若年性ガンを経験して」  

「創立20周年記念例会並びに祝宴」→4/14（土） 

「～ディスアドバンテージをアドバンテージに変える心～ 」 

「何に自分の命をかけるか」 

「休会」 

「観桜・夜の家族例会のため、例会日時・場所変更」 

「洛中桐田奨学会について」 

「リーダーの危機突破力」  

会員 佐野 晋一様、髙津 博行様、田村 正行様  

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

インテグラル㈱ 代表取締役 佐山 展生様 

 

包丁研ぎ 蹴り金彫り 講師 武田 昇(龍石)様 

指物師 祥桑軒 川本 光春様 

社会奉仕委員長 桐木 孝和会員 

地区社会奉仕委員 久保 和子会員 

【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 

４月６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 

４月９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月１０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月１１日 

（水） 

「創立４５周年記念例会・式典の説明」 

「美味しいを支える包丁」 

「祇園祭と私」  

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 

 

元・アメリカンフットボールプレーヤー  

佃 水産㈱ 専務 佃  宗一郎様 

㈱髙津商会 代表取締役社長  

一般社団法人 髙津古文化会館 理事長  髙津 博行様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

いなば動物病院  

副院長 川田さいこ様 

シャヒード ルパニ（Shaheed Rupani）様 

会員スピーチ「国際奉仕はfellowshipで・enjoy rotary」 

「私の職業と歓び」 

向日市長 安田  守様 

福永貴之会員、五十棲新也会員、森本 稔会員 

写真家、機械式カメラ修理職人 セイリー  育緒様 

洛中桐田奨学会委員長 山田隆之様、会員 八木喜久男様 


