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 第１３５２回例会  ２０１８年５月１５日（火）   Vol.２８-３９ 

１．５月１９日（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル

 において、京都洛西ＲＣ創立３５周年記念例会・

 祝宴が行われます。会長、幹事が出席いたします。 

２．５月２０日（日）「春の家族会」を行います。

 当日は雨天決行です。よろしくお願いいたします。 

 

 

開会点鐘                                       12：30        

  ロータリーソング 京都西南ロータリークラブ 

  「あゝ京都西南ロータリー」 

 京都桂川ロータリークラブ 

  「京都桂川ロータリークラブ応援歌」  

今日の歌 「鯉のぼり」 

  会長挨拶  

  ご来客のご紹介  

   食事歓談 

   寄付金報告 

  幹事報告・委員会報告 

スピーチ       13：00 

 「西南と桂川の親睦について」  

   京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ   玉城 博和副会長 

   京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ   内山 正元パスト会長 

 

閉会点鐘    13：30   

プログラム 

日 時 2018 年５月１０日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、内 田、中 川、王、田 中、内 山、鎌 野、
 瀬田、末永、山本、児嶋、出射、万殿の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．京都西南RCとの合同例会について 5/15（火） 

３．春の家族会について 5/10（日） 
４．第９回クラブ討論会について 5/24（木） 
５．第５回クラブ協議会について 6/21（木） 
６．年度末会員懇親会について 
７．出席規定の免除会員について 
８．その他  

 

青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から４月の 

マンスリーレポートが届きましたのでご紹介します。   

★健康健康状態は： 花粉症が日本にいる時よりかはマシ 
 ではありますがやっぱりつらいです。  
 

★スピーチはしましたか： はい、６月に他のインバウンズ 
の人たちとshelterboxのためのイベント的なものを開催  
するので、そのことについてプレゼンをして数名に参加
してもらうように声掛けをしました。 

 

★毎日の活動は： 今月から家庭科の授業を取り入れて 
くれるという話だったのですが、伝言ミスかなにかでなく
なってしまいました。他のことに関してはいつもと変わら
ず楽しくわいわいと授業の邪魔にならない程度に授業
を受けています。 

 

★観光や訪問に行きましたか 今月の14日にオランダの 
北の地域に行って海の中を歩きました。 
インバウンズとの交流としては楽しかったのですが、この
時期はとても寒く、しかも海の中や泥の上などを歩く  
イベントだったので正直に言うと二度とやりたくないと
思ったイベントでした。 
 後半、ここのクラブの会長さんの家に３泊４日で泊まら
せていただきました。 
初日はアムステルダムで日本人が作っているお寿司屋
さんに行きました。久しぶりにちゃんとしたお寿司が食べ
られてよかったです。 
二日目は王様の誕生日の日でテレビで中継を見ていま
した。 
三日目、オランダといえばチューリップ！ということで
チューリップを見に行きました。何時間も歩いたのですが
その疲れを感じさせないほどきれいな景色が広がって
いて言葉にできない素晴らしさがありました。午後に
Madurodamというオランダの観光名所などが模型になって
いてとても満喫できました。 
四日目、またチューリップを見に行ったのですが今回は
ポルダーにあるところに行ってそこで人生初のヘリコプ
ターに乗りました。その日は天気が悪く写真は撮った 
もののあまり綺麗とは言えない写真になってしまいまし
た。ですがとりあえずテンションがあがりっぱなしでし
た！！ 

 

★スポーツなど活動に参加しましたか  
バスケットボールのチームに入れてもらって練習に参加
しています。 
今月はいろいろ連れて行ってもらったり試合だったりと
あまり練習はできませんでした。 

 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか  
毎週火曜日に例会に参加していました。 
行事は14日15日に北のほうに行った一回です。 

 

★現地の言葉で会話していますか  
 わかる単語をとりあえず並べてよくわからないなりに伝え
ようとはしています。結局英語に頼ってしまいます。 

 聞き取りはすこしは上達したかな？と信じたいです。 
 

★現地の言葉で会話していますか  
 オランダ語を覚えたいのは覚えたいのですが、友達に教
えてもらってはいるものの中々覚えられないのが現状 
です。今は英語で話してオランダ語を教えてもらいつつ
もうちょっと英語も喋りたいなと思っております。 

  
★現在の全体的な状況は 帰国日も決まってあとは帰る
準備などでいろいろと忙しくなりそうです。 

-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 

京都西南ロータリークラブとの合同例会 

「障がいのある人と   

家族のための 

レクリェーション」 

への支援に対する  

感謝状を受領。 



日 時 2018 年５月１０日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 
出席者 内田、万殿、林、田中、井上、中川、上原、 
 山本、児嶋、末永、出射の各会員 
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．会長テーマ並びに会長所信とクラブ運営について 
４．次年度例会運営について 
５．週報について 
６．次年度予算（案）について 
７．第１回クラブ討論会 6/28（木） 
８．表敬訪問について  
９．創立２９周年記念例会について 7/21（土） 
10．会員増強について 
11．名誉会員について（大森会員） 
12．その他 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 4,000円  今年度累計 135,000円 
目標額 400,000円 達成率 34％ 

【 】 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『５月１０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２５名（７名）８６．２１％ 

４月１９日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．８６％ 

ご来客１名 

次回例会 ５月２４日（木） 
 

クラブ・デー 第９回クラブ討論会 

「『ＲＬＩって」リーダーに求められるもの」 

 ＲＩ第2650地区ＲＬＩ委員会 委員 

 草津ＲＣ会員      横江 孚彦様  

  行事予定  

 
５月は青少年奉仕月間 

BOXへ 鎌野 孝和、藤井文治郎、田中  守 

吉田  修、出射 靖生、千田  適 

稲掛 英男 

BOXへ 吉田   修、鎌野 孝和 

 

林  良訓 

・５月２０日の「春の家族会」たくさんの

 参加をお願いします。 

井上 正佳 ・山本さんスピーチ楽しみです。 

【 】 小計 21,000円 今年度累計 608,000円 

目標額 720,000円 達成率 84％ 1人当たり24,000円以上 

 

 

末永  寛 

・先日の「障がいのある人と家族のための

 レクリェーション」に参加の皆様ご苦労様

 でした。 

万殿 慎二 ・ほろにが会またまた飲みすぎました。 

◆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Ｈ 17：00受付 

◆クラブ内行事    

 ５月２０日(日） 「春の家族会」 京福電鉄出町柳 9：30集合 

 ６月２３日（土） 年度末会員懇親会 場所未定 

林  良訓 ・松尾さんの元気な姿に感謝。 

 

林  良訓 

・次週は合同例会です。多くの方の出席を

 お願いします。 

 

王   杲 

・森さん先日はお世話になりました。有難う

 御座いました。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 522,000円 
目標額 599,400円 達成率 87％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

藤井文治郎 ・山本会員、今日は御苦労様です。 

万殿 慎二 ・山本会員のお話し楽しみです。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、稲掛 英男 

井上 正佳 

【ニコニコ箱】 小計 46,000円 今年度累計 1,254,250円 
目標額 1,300,000円 達成率96％ 

井上 正佳 ・山本さんスピーチ楽しみです。 

谷口 泰義 ・山本会員の若さに期待して。 

出射 靖生 ・山本会員スピーチ楽しみに。 

BOXへ 児嶋 雄二、田中  守、千田  適 

鎌野 孝和 

菱田 匡樹 ・山本会員のスピーチ楽しみにしております。 

林  良訓 ・山本さんのスピーチ楽しみに。 

稲掛 英男 ・山本会員のスピーチ楽しみに。 

瀬田 保二 ・山本様のスピーチを楽しみに。 

上原 従正 ・立山、雪の大谷は雄大でした。 

安田  勝 ・途中退席おわび。 

 

山本 拓生 

・こじまさん、楽しいコンペありがとう

 ございました。 

 

森  正廣 

・綾部弥仙山三社大祭、山の中のお祭り

 です。 

 

万殿 慎二 

・児嶋さん先日はたいへん楽しい時間を

 ありがとうございます。 

 

内山 正元 

・児嶋様、ホールインワン祝賀会では

 大変ご馳走になりました。 

末永  寛 ・内山さん色々とありがとうございました。 

 

德田 正彦 

・先日は吉田様（会員）孫が大変お世話様

 でした。 

吉田  修 ・みなさん 連休は楽しかったですかー。 

 

森  正廣 

・有隣小学校創立１５０周年 同窓会盛大

 でした。明治２年開校です。 

松尾 義平 ・お世話になります。 

出射 靖生 ・天気の良くない連休でした。 

 

吉田  修 

・本日、早退します。現次年度理事役員会

 欠席します。 

德田 正彦 ・今年は不順な年ですね。 



                     

    「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  
  

参加予定者： 藤井、林、稲掛、鎌野、児嶋、森、千田、田中、谷口、德田
 王の各会員、内田、内山、上原、上山、吉田の各夫妻、中川
 夫人、瀬田会員ご家族の安井様２名、松本先生、事務局 ２６名 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

会員名 職業分類 勤務先    役職 

大森 英彦   名誉会員 大森会計事務所 所長 

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 

林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 

菱田 匡樹 不動産仲介業 丸菱建設㈱ 取締役 

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

井上 正佳 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・装飾業 ㈱イマジン 代表取締役社長 

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長 

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

松尾 義平 生花市場 ㈱京都市花き総合流通センター 取締役 

森    正廣  六和証券㈱ 取締役副社長 

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

中島 一行 材木卸売業 ㈱ハチイチ木材 代表取締役 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役 

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

安田  勝 内科医 安田医院 院長 

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

 

京都桂川ロータリークラブ会員名簿 

（敬称略） 

会員３２名（名誉会員１名含む） 



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 

「Leaf誌から観た京都の流行」 
【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２４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】 

「京都西北ＲＣとの合同例会」 

会員  藤井 康弘様 

-クラブ創立記念スピーチ-「クラブ創立記念日に想う」 

「世界乃名物日本料理～和食と健康の秘密～」 

「創立35周年記念例会・式典の為日時変更」 

「京都イブニングＲＣとの合同例会」→19（土） 

特定NPO法人 古材文化の会 理事 笠原 啓史様 

「未定」 

「食」 

「財団資金推進委員会の役割」 

日東薬品工業（株）代表取締役社長 京都南ＲＣ会員 北尾 哲郎様 

佛教大学空手道部 監督 土屋丈司様 

部員 梅景 唯様、小川彩月様 

2017-18年度RYLA受講者  

アーバンホテルシステム㈱ 前田 隆太様 

会員 小池  薫様 

「ニューヨーク日記」 

～京都嵯峨野ＲＣとの合同例会～例会場変更 

「2017-18年度RYLAに参加して」 

「未定」 

「クラブ・デー」 

-新会員スピーチ- 

「未定」 

「京扇子の歴史と価値を次世代へ伝える」    

「春の会員懇親会」のため、例会時間・場所変更 

-新入会員スピーチ-「自己紹介」 

京都大学名誉教授  

磯田 正二様 

RI2650地区財団資金推進委員会 委員長 中谷 裕二良様 

本田 光世様 

会員 堀 恵子様 

会員 西口 展彦様、西村 栄蔵様 

当クラブ会員 竹中 徹男様 

＊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 

５月１８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２１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月２２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月２３日 

（水） 

「継続は力なり」(物事の継続は記録から始まる) 

「私の履歴書」 

「クラブ・フォーラム」 

「空手道―ナショナルチーム―」型演武 

◆ 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 

日本ボーイスカウト京都第５団々委員長 

奥村 光伸様 

 

＊ビジター受付はありません。 

ウェルネスクラブ オーク２１ 所属  

フィットネスインストラクター多田 裕子様 

京扇子職人 清水 則雄様  

（株）リーフ・パブリケーションズ代表取締役  

京都西南ＲＣ会員 中西 真也様 

 

「歴史ある建物を未来につなぐ」 

「教育研究で、災害に遭って、ささやかなビジネスをやって、思うこと」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

学校法人大和学園理事 京都調理師専門学校校長 仲田 雅博様 

中西  英貴様、平山  樹也様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 


