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『 緑につつまれる直指庵 』 



 第１３５１回例会  ２０１８年５月１０日（木）   Vol.２８-３８ 

１．４月２６日（木）WITH YOU において、「桂

 友会」が行われました。当クラブより、谷口、

 森、万殿、田中、王の各会員が参加いたしました。 

２．本日例会終了後、５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。 

３．５月１７日（木）は京都西南ＲＣとの合同例会

 開催のため、１５日（火）に変更します。 

４．５月２０日（日）「春の家族会」を行います。

 多数のご参加よろしくお願いします。 

 

 

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 

 -会員スピーチ- 

 「青少年交換プログラムについて」 

  山本 拓生会員 

閉会点鐘   13：30   

プログラム 

 

「京都の映画の 

    これまでと未夢」 
 

 映画監督 

   井上 泰治様 

                     

    「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   

「障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ」 
 

日 時： ４月２２日（日）８時３０分～１７時 
 

行き先： 体験型観光農園 ローザンベリー多和田 
 

  参加者： 総人数９３名 

  森、德田、万殿、末永、上原夫人、末永夫人 

  洛西高校インターアクト山口先生、生徒１名 

 

 朝から暑く初夏を感じる素晴らしいお天気に恵ま

れ、バス２台で西京区役所と境谷大橋より一路米原

方面へ。 

到着後すぐに体験工房で木のねんどの物づくりと、

マイ箸づくりに分れてクラフト体験。桂川のメンバー

はマイ箸づくりに挑戦。天然木をサンドペーパーで

削り、みつろうを塗って仕上げ、約３０分程の楽しい

思い出づくりでした。その後、昼食は各家族に分か

れて、園内で収穫された美味しい野菜のバーベ

キューを頂き、ソフトクリームを食べながら、ぶらぶら

と園内を散策しました。参加された家族の方は天気

よし、食事よし、空気よしで、楽しい１日を過ごされ 

満足されたと思います。 

 ローザンベリー多和田は元採石場跡で、周りの 

環境と調和した庭造りを心がけ、広大な敷地に園内

を周遊するＳＬ列車や羊のふれあい広場、野菜畑、

ローズガーデン、キッチンガーデン、山野草の庭等、   

  各種の花が各エリアに 

植えられている自然

豊かな場所です。 

 ご参加していただ

い た 会 員 の 皆 様  

ご苦労様でした。 
 

   報告：末永 寛 

 

賛西会のご案内 
 

日 時： ２０１８年 ６月９日（土） 
  １７：００受付 １７：３０開会 

  【ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】 １７：４０～１８：４０ 

  【懇親会】（ジャズ演奏） １８：５０～２０：３０ 
 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 
 

会 費： ９，０００円 

 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 5,000円  今年度累計 131,000円 
目標額 400,000円 達成率 33％ 

【 】 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２７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２１名（４名）８０．７７％ 

４月１２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．４３％ 

ご来客２名 

次回例会 ５月１５日（火） 

 

「京都西南ＲＣとの合同例会」 

  行事予定  

 
５月は青少年奉仕月間 

万殿 慎二 ・井上泰治様のお話し楽しみです。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、吉田  修 

稲掛 英男、井上 正佳 

BOXへ 吉田   修 

安田  勝 ・井上様のお話し楽しみです。 

出射 靖生 ・本日は暑いですね。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 587,000円 

目標額 720,000円 達成率 82％ 1人当たり24,000円以上 

藤井文治郎 ・体重５㎏ダウン、でもまだまだです。 

 

林  良訓 

・他クラブの記念例会もやっとあと１回と

 なりました。 

◆地区行事 

 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 

◆クラブ内行事    

 ５月１０日（木） 現次年度理事役員会 

 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 

 

王   杲 

・映画監督井上泰治先生のスピーチを

 お楽しみに！ 

 

 

林  良訓 

・障がいのある人と家族のためのレク

 リェーションに参加頂いた会員の皆様、

 御苦労様でした。 

 

万殿 慎二 

・障がいのある子供たちのレクリェーショ

 ン参加の皆様ご苦労様でした。 

【 】 小計 16,000円 今年度累計 508,000円 
目標額 599,400円 達成率 85％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

藤井文治郎 ・井上さんのスピーチ楽しみです。 

吉田  修 ・本日、すこしだけ早退お詫び。 

山本 拓生 ・早退おわび。 

BOXへ 田中  守、千田  適、稲掛 英男 

鎌野 孝和、井上 正佳 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円 今年度累計 1,208,250円 
目標額 1,300,000円 達成率93％ 

稲掛 英男 ・井上泰治様のスピーチ楽しみに。 

 

 

森  正廣 

・「姫路城内ほりめぐり」人が少なく情緒

 があって楽しめます。なんと天守も好古

 園も待ち時間ゼロでした。 

 

德田 正彦 

・４月２２日レクリェーション参加の

 自クラブの皆様ご苦労様でした。 

BOXへ 千田  適、田中  守、鎌野 孝和 

井上 正佳 ・井上泰治監督、お話楽しみです。 

林  良訓 ・井上様お話楽しみに。 

桂友会 
 

開催日時  2018年4月26日（木） 17時～ 

場 所  ウイズユー  

スピーカー ㈱公長齊小菅 代表取締役社長  

  小菅八郎様 

出席者 吉田元比古様  松村秀美様  石田

 功夫様 吉村康夫様 貝谷嘉彦様  

 王幹事 谷口会員 田中会員 森会員 

 万殿 

現･旧会員との出逢いの

桂友会が開催されまし

た。共有の時間を過ごす

ことは京都桂川ロータ

リークラブの益々の発展につながるのではないで

し ょ う か。美 し

いスピーチ、お

いしい料理･お

酒、楽 し い 至

福の集いでし

た。 
 

報告者  万殿慎二 

 

万殿 慎二 

・太田さん先日はたいへんおいしいお食事

 ありがとうございました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

髙橋 英明 ・井上監督のお話しを楽しみにしてます。 

吉田  修 ・井上泰治様ようこそ！！ 

児嶋 雄二 ・井上監督のスピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

中川 俊夫 ・健康第一。 

谷口 泰義 ・映画の未来はどうなるのでしょう 

 

 

森  正廣 

・「障がいのある人と家族のためのレク

 リェーション」ごくろうさんでした。 

 「ローザンベリー多和田」初めてです。 



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 

「第4回クラブフォーラム」 
【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～ 

５月１７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】 

「奉仕プロジェクト委員会の役割について」 

 

「薄紅色のワインコンサート～感謝の心とともに～ 」 

「海・森・お茶の京都-京都府の広域地域振興-」  

「創立35周年記念例会・式典の説明」 

「管理職のためのセクシュアル・ハラスメント研修」 

京都建築専門学校 副校長 博士(工学) 桐浴 邦夫様 

クラブ・デー 

-新会員スピーチ- 

～京都乙訓RCとの合同例会～→１９日(土)  

 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

奉仕プロジェクト委員会 

手長神社宮司  宮坂  清様 

次回の例会は５月２１日（月）の開催予定になります。 

～京都西北ローターアクトクラブとの合同例会～

「夜間例会」 

「骨のかたち：力に応じ変るしくみ」 

「シリコンバレーはなぜアメリカにできたのか」 

「居場所を失った子ども達」 

「クラブデー」 シンプルランチ 

「会員スピーチ」 

「未定」 

-音楽例会-｢ウクレレジャズとピアノ演奏｣ 

「未定」 大西 弘祥様、「京都西ＲＣへ入会して」 太田  嘉樹様 

＊ビジター受付はありません。 

ウクレレ 森 嘉彦様、ピアノ 前川 しなこ様 

 

会員 宮下 晃一様、村上 好夫様 

京都府副知事 城福 健陽様 

吉忠㈱ 代表取締役社長 吉田 忠嗣様 

【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 

５月１１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 

５月１４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月１５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月１６日 

（水） 

「京都桂川RCとの合同例会」 

「私の履歴書」 

「LGBT当事者が抱える“いきずらさ”」  

「同伴例会 例会時間・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 

＊ビジター受付はありません。 

大雅堂 代表者、（株）MASA 代表取締役会長  

 京都南RC会員  庄司 惠一様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 

 教授 安達 泰治様 

山田 英夫会員 辻 拓宏会員 浮田 徹会員 

 

久本 絢愛様 

「世界に影響を与えた日本建築」 

新入会員スピーチ 

社会保険労務士 白石 多津子会員 

阿久津勝己会員、大野雅章会員、齋藤 博会員 

NPO法人 子どもシェルターののさん 代表 弁護士 安保 千秋様 

真宗仏光寺派大行寺 住職 佐竹英里子様 


