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 第１３４９回例会  ２０１８年４月１９日（木）   Vol.２８-３６ 

１．４月１４日（土）京都モーニングRC創立２０周年

 記念式典・祝宴が行われ、会長、幹事が出席いたし

 ました。 

２．４月１５日（日）2018-19年度地区研修・協議会が

 開催されました。 

３．４月１７日（火）京都西南RC創立４５周年記念

 例会・祝宴が行われました。当クラブより９名   

 が出席いたしました。 

４．４月２２日（日）障がいのある人と家族のための

 レクリェーションが行われます。当クラブから

 ６名と洛西高等学校の山口先生と神原君が参加

 いたします。 

 

 

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４回クラブ協議会（地区大会報告） 
 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 
 

「第２１回 川クラブ友好の集い」の報告 
 

日 時 2018年4月7日（土曜日） 

世話クラブ 西宮夙川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ（牧江重徳会長） 

集合・登録受付 10時 ホテルヒューイット甲子園 

出発 10時10分 

会費 10,000円 

見学 ニテコ池(桜見)、西宮市大谷記念美術館 

    (追悼特別展 高倉 健展)、櫻正宗記念館、 

    神戸ランプミュ－ジアム 

食事 「櫻宴」 

参加クラブ 橋本RC(1名)、岡山旭川RC(9名、交換 

 留学生1名)、粉河RC(6名)、西宮夙川RC

 (8名)、京都桂川RC(藤井、森、田中、

 徳田、安田、上原会員) 参加者数34名 
 

行 程   集合場所のホテルヒューイット甲子園より 

全員が観光バスで西宮の桜名所である二テコ池

行き、咲き終えた染井吉野や満開の八重桜など数

多くの里桜、山桜を楽しみ、次に西宮市大谷記念

美術館では映画俳優高倉 健の追悼特別展が開催

されおり懐かしい往年の映画情景を思い出した。

灘七蔵の一つ櫻正宗記念館の食事処「櫻宴」で 

昼食と懇親会をもち各クラブと交流・親睦一段と 

深めることができた。その後、神戸三宮の関西電力

の関連施設に設けられ、西宮夙川RCの女性会員

のご主人が収集された「神戸ランプミュ－ジアム 

青木コレクション」で古代から現代までのあらゆる

時代を照らし来た灯火器の歴史と数多くのコレク

ションを拝見した。 

三宮で来年の再会を約束し解散し帰路についた。 

 次回世話クラブ 京都桂川RC 

 次々回世話クラブ 岡山旭川RC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（報告 ：上原友好クラブ委員長） 

 「耕ちゃんオールディーズ 

ジャンボリー」 

      

 上田 耕三様 

                     

    「春の家族会」～新緑へのお誘い～ 

日 時： ５月２０日（日） ９時半 

 集合場所：   京福電鉄「出町柳駅」改札口前 
 行き先：    鞍馬寺、貴船神社、川床 貴船「ひろや」 
 会 費： お一人  ５，０００ 円   

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月７、８日（土・日）地区大会が行われまし

た。青少年交換学生のサラさんと咲良さん、林、

王、井上、上原、内田、内山、鎌野、末永、千田

田中、德田、万殿、森、山本の各会員が出席いた

しました。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 5,000円  今年度累計 124,000円 
目標額 400,000円 達成率 31％ 

【 】  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『４月１２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２６名（６名）９２．８６％ 

３月２２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８０．７７％ 

ご来客１名 

次回例会 ４月２６日（木） 
 

「京都の映画のこれまでと未夢」 

映画監督   井上 泰治様 

  行事予定  

◆地区行事    

  ４月２０日（金） 京都伏見RC創立45周年記念例会 

 15：30受付 16：00～ 

  ６月 ５日（火）京都市内24ＲＣ連絡協議会 

 第３回会長・幹事会 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽＨ京都 

 17：30受付 18：00～ 

  ６月 ９日（土）賛西会 リーガロイヤルホテル京都 

 17：00受付 17：30～ 

◆クラブ内行事    

 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１５日（火） 京都西南RCとの合同例会 

 １７日（木）の例会を日程変更 

 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 

林  良訓 ・地区大会参加の皆様御苦労様でした。 

BOXへ 田中  守、吉田  修、鎌野 孝和 

出射 靖生、稲掛 英男 

BOXへ 太田 勝彦、井上 正佳、吉田   修 

末永  寛 ・上田さんの音楽を楽しみに。 
井上 正佳 ・地区大会ごくろう様でした。 

 

王   杲 

・地区大会のご参加の皆様、大変お疲れ

 様でした。 

谷口 泰義 ・ほろにが会ごくろうさんでした。 

 

森  正廣 

・地区大会ごくろうさんでした。 

 インクラインで藤井さんとバッタリ。 

 鎌野 孝和、出射 靖生 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 559,000円 

目標額 720,000円 達成率 78％ 1人当たり24,000円以上 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 478,000円 
目標額 599,400円 達成率 80％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 26,000円 今年度累計 1,177,250円 
目標額 1,300,000円 達成率91％ 

稲掛 英男 ・上田耕三様の音楽楽しみに。 

井上 正佳 ・耕ちゃん！！楽しみです。 

 

 

児嶋 雄二 

・自祝、城陽カントリークラブout２番 

 ホールインワン。 

 メンバー上山、堀元、山田。 

 

万殿 慎二 

・先日は内田さんたいへんお世話になり

 ました。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、藤井文治郎 

 

出射 靖生 

・久しぶりのアフタヌーンコンサート

 ですね。 

 

森  正廣 

・川クラブ黄色と緑の桜、高倉健の映画、

 ランプ、会食は桜正宗でした。 

 

 

上原 従正 

・４月７日「川クラブ友好の集い」当クラブ

 より６名が参加しました。来年は当クラブ

 が世話クラブです。ご協力をよろしく。 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみすぎました。 

内山 正元 ・花みずき、ふじの花の季節となりました。 

 

山本 拓生 

・前回例会の帰りにスピード違反つかまり

 ました。 

 

吉田  修 

・（先週のつづきです）憂き世に なにか 

 久しかるべき（詠み人知らず） 

万殿 慎二 ・地区大会では皆様お世話になりました。 

 

千田  適 

・京阪七条から歩いて来ました。外人で

 一杯でした。いいやら悪いやら。 

 

夫人誕生日お祝い   

 ６日 近藤永太郎会員夫人 和子様 

    ７日 井上 正佳会員夫人 裕子様 

 １４日 藤井文治郎会員夫人 政子様 

   １７日 鎌野孝和会員夫人  幸子様 

   １８日 内田勝彦会員夫人  由美子様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 林 良訓会員  ㈱マリーナ雄琴 

  １日 谷口泰義会員 ㈱西京ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ 

  １日 内山正元会員 内山法律事務所 
 

４月おめでとうございます 

 

山本 拓生 

・内田さん、高橋さん、万殿さんありが 

 とうございました。 

安田  勝 ・母子の健康月間によせて。 

 

林  良訓 

・台湾台東の義捐金   

 よろしくお願いします。 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 

王   杲 ・林会長昨日大変お世話になりました。 

菱田 匡樹 ・小委員長なので。 

BOXへ 千田  適、稲掛 英男、田中  守 

 

林  良訓 ・上田様、楽しみにしております。 



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 

会員スピーチ「私の職業奉仕」 
【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２６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】 

「会計及びＳＡＡについて」 

尾辻優衣子様 

「佐々木会員親子に聞く、京都RCとローターアクトの話」 

～創立45周年記念式典例会・祝宴～ 

「国土交通関係に関して」 

「大山崎町の強みを活かしたまちづくり」 

 

「二胡演奏」 

「アメリカンポップスを歌う」 

「紀元節」 

嶋原如月太夫様 

 

次年度幹事予定者  会員 佐渡 春樹様 

 

会員 高橋 正人様、佐々木邦泰様 

京都東RAC元会員佐々木勝悟様 

次回の例会は５月７日（月）の開催予定になります。 

～クラブ・デー～「公共イメージ部門 第７回クラブフォーラム」 

「次年度方針について」 

-新会員スピーチ- 

－伏見吹奏楽のつどい開催の為、例会臨時変更－→29日

「文化を護ることの行政駆け引き」 

「嶋原の文化」－おもてなしの心－ 

「蘇るジョニー大倉のあの時」 

「京都市動物園の魅力」 

 「漆の世界｣ 

新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「生命保険の必要性」会員 榎園 博様 

会員 津田 定明様 

漆作家、漆芸工房 表望堂 代表 島本 恵未様 

 

会員  中村 廣良様、中西 義美様 

＊ビジター受付はありません。 

参議院決算委員長 自民党京都府連会長  

参議院議員 二之湯智様 

【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 

４月２０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２３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月２４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月２５日 

（水） 

-会員スピーチ-「ロータリーに育てられた男 パートⅡ」 

「スーパーサーズデー」 

台北新生扶輪社・姉妹締結20周年記念晩餐交流会＆沖縄旅行のため、例会変更 

‐会員スピーチ- 

◆ 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 

佐伯 希彦様 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

俳優・歌手 大倉 弘也様 

内藤 克敏会員 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は 

ありません。 

「ラオス京都文化交流研修生スピーチ」 

「奉仕基金について」会員 菱田多賀志様 

大山崎町長 山本 圭一様 

アメリカンポップス、R＆Bシンガー ジェシカ フィリップス様 

平等院  住職 神居  文彰様 

京都市動物園 園長 片山 博昭様 


