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『  広沢の辺り 』 



 第１３５５回例会  ２０１８年６月７日（木）   Vol.２８-４２ 

１．６月５日（火）京都市内２４ＲＣ連絡協議会第３回

 会長・幹事会が行われました。林、王、内田、太田

 の現次年度会長幹事が出席しました。 

２．本日例会終了後、６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。 

３．６月９日（土）リーガーロイヤルホテル京都に

 おいて、賛西会が開催されます。 

  

 お知らせ  ６月２８日（木）の例会は、吉川ガバナー補佐を 

お迎えし、次年度クラブ協議会（ガバナー公式訪問準備）を

開催します。各委員長より活動計画を発表していただきます

ので例会終了時間が、１時間ほど遅くなります。 

2017-18年度 第４回炉辺会合１班の報告 
 

５月２６日（土）午後６時より、鎌野宅にて開催。事前

に日程調整を図ったが、残念ながら全員出席できる日が

設定出来ず、参加者は藤井、末永、内田、内山、鎌野で

あった。 

話題は自然と朝鮮問題、首相の資質に関すること、日大

アメフト問題の法的側面などタイムリーな話に花が咲き

主テーマの「挑戦」に関しても、事業の拡大を進めてい

ることとか、秘境旅行を目指すなど前向きな話に時間の 

たつのも忘れてしまうほどだった。讃岐うどん、インド

のラム酒、 

秋田のにごり

酒、フンザ 

名産のほんの

一欠けらの干

し杏など味

わっていただ

いた。 

 
 

会費は班長の独断で公益社団法人 京都「国際学生の家」

へ寄付いたしました。 

リーダー 鎌野孝和 
 

2017-18年度 第４回炉辺会合２班の報告 

 

日 時：２０１８年５月２６日(土) 午後６時～８時 

場 所：リーガロイヤルホテル京都 『たん熊北店』 

メンバー：井上正佳、稲掛英男、出射靖生、王 杲、 

     谷口泰義、徳田正彦、上原従正の各会員 

テーマ：「何かに挑戦していますか」 

内 容：定刻にビールで乾杯して開会し、次々と配膳 

される美味な京懐石を頂き、酒盃を重ねながら今回

のテーマの「何かに挑戦していますか」について、

昨今の各自の取り組みを披露しましたが、井上会員

は美人画の連作を極めておられ、徳田会員は鉄道の

旅、稲垣会員は

家事、料理にと

新たな挑戦に 

奮闘されており、

王会員には男の

料理教室を同好

会として企画し

てほしいとの 

要望も述べられ

ました。 
 

最近のスポーツ界や政治の問題や話題にも話が進み

瞬く間に時間が過ぎました。 

              リーダー 上原従正 

 

 

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- 

 「最近なんだか気になること」 

         内山 正元会員 

 閉会点鐘           13：30   

プログラム 

年度末会員懇親会 
 

日 時： ２０１８年 ６月２３日（土） 
  １８：３０～ 
 

場 所： 南禅寺「八千代」 ℡ 075-771-4140 

  左京区南禅寺福地町３４ 
 

会 費： １５，０００円 

 

-会員スピーチ- 

 「改正税法」  

    田中  守会員 

 

 

例会変更ならびに休会 

６月１２日（火）京都東山ＲＣ 

６月２２日（金）京都伏見ＲＣ 

６月２５日（月）京都中ＲＣ 

６月２６日（火）京都東山ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

６月１３日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

６月１８日（月）京都平安ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 7,000円  今年度累計 152,000円 
目標額 400,000円 達成率 38％ 

【 】 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   

次回例会 ６月１４日（木） 
 

「青少年交換学生の報告」 

 青少年交換学生 

GJØRUP,Sarah Høeghさん 

  行事予定  

 
６月はロータリー親睦活動月間 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、吉田  修 

千田  適、稲掛 英男、万殿 慎二 

BOXへ 稲掛 英男、吉田   修 

 

林  良訓 

・米朝協議いかなる結果となるか 

 「世界に平和を」 

王   杲 ・田中守先生のスピーチをお楽しみに。 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 718,000円 

目標額 720,000円 達成率 99％ 1人当たり24,000円以上 

安田  勝 ・田中先生お世話になります。 

 

末永  寛 

・鎌野さん、家庭集会ありがとうござい

 ました。 

◆地区行事 

 ６月 ９日（土） 賛西会 リーガロイヤルＨ 17：00受付 

 ６月１９日（火） 京都市内24ＲＣ連絡協議会 

 第3回合同幹事会（現・次年度合同） 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 17：30受付 18：00～ 

◆クラブ内行事    

 ６月 ７日（木） 現次年度理事役員会 

 ６月２１日（木） 第４回クラブ協議会 委員会活動報告 

 ６月２３日（土） 年度末会員懇親会 １８：３０～ 

 南禅寺「八千代」 

  ６月２８日（木） 次年度第１回クラブ協議会 

 ガバナー公式訪問準備  

BOXへ 鎌野 孝和 

【ニコニコ箱】 小計 17,000円 今年度累計 1,326,040円 
目標額 1,300,000円 達成率102％ 

稲掛 英男 ・田中守会員のスピーチ楽しみに。 

 

田中  守 

・スピーチさせて頂きます、宜しくお願い

 します。 

BOXへ 井上 正佳 

 

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 

出席予定者：  児嶋、万殿、谷口、德田、内田、 

    上原、王、吉田の各会員 

児嶋 雄二 ・田中会員のスピーチ楽しみに！ 

菱田 匡樹 ・田中会員のスピーチを楽しみに。 

山本 拓生 ・田中先生のスピーチ楽しみに。 

髙橋 英明 ・田中先生のお話楽しみにしています。 

 

林  良訓 

・田中会員のスピーチで勉強させて頂き

 ます。 

千田  適 ・林会長、王幹事 あと１ヶ月頑張って。 

出射 靖生 ・上原先生、炉辺会議お世話になりました。 

出射 靖生 ・田中会員のスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・田中会員のお話し楽しみです。 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 565,000円 
目標額 599,400円 達成率 94％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

林  良訓 

・５月の最終例会です。あと１ヶ月皆様 

 よろしくお願いします。 

 

田中  守 

・上山さん、春の家族会おせわになりま

 した。 

上原 従正 ・田中会員のスピーチを楽しみに。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月３１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２４名（６名）８８．８９％ 

５月１５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ７０．８３％ 

ご来客０名 

 

藤井文治郎 

・鎌野先生も先日は家庭集会、大へん 

 お世話になりありがとうございました。 

瀬田 保二 ・梅雨入りかな？食中毒に御注意を。 

吉田  修 ・なにかと忙しいロータリーの年度末！ 

出射 靖生 ・いよいよ梅雨入りですね。 

 

谷口 泰義 

・田中先生のスピーチ勉強させて頂き

 ます。 

太田 勝彦 ・雨が少ないですね。 

 

瀬田 保二 

・中国の友人（４０年来）が入洛し、

 楽しい一夜を過ごしました。 

 

森  正廣 

・佐賀県「しゃくなげ湖」一周ハイキング、     

 景色良く快適でした。古湯温泉も美肌の湯。 

森  正廣 ・明日から６月、梅雨入りか。 

年度末会員懇親会 
 

日 時： ２０１８年 ６月２３日（土） 
  １８：３０～ 

場 所： 南禅寺「八千代」 ℡ 075-771-4140 
 

会 費： １５，０００円 

 

稲掛 英男 

・上原先生、先日の炉辺会合ではお世話に

 なりありがとうございました。 

吉田  修 ・今年度もあと、１ヵ月になりました。 



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-「公認会計士の仕事とは」  
【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～ 

６月１４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】 

「休会」 

 

「職場のメンタルヘルス 発達障害・人格障害・精神病」 

「理事・役員退任挨拶」 

「〝京都市の地球温暖化対策”『千年の都、 

京都から持続可能な都市文明の構築を考える』」 

「クラブ協議会」～年次活動報告・次年度申送り～ 

2018学年度 米山奨学生レブ・ウエンブウエベ・スマナサラ・テロ君 

クラブ・デー アッセンブリー 

「ブランドの話」 

「ちょっとビックリ！タバコの話」 

 

＊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。 

会員 粟野 菊雄様 

「台北合江ＲＣとのオンライン合同例会に向けた検討会議」 

「ＲＹＬＡに参加して」 

「クラブデー」 

「ＲＹＬＡ報告」 

「会長・幹事 退任挨拶」 

「認知症の予防法」 

クラブデー（シンプルランチ） 

「これからの京都のまちづくり 市長が目指しているものとは？」 

「『私』、そして『社会貢献＆事業活動』」 

 -会員スピーチ-｢文化財保護黎明期とお雇い外国人｣ 

会員 谷内 弘照様、德舛 秀治様、友松  功様 

京都博愛会病院 内科 顧問  栗岡 成人様 

会員 村上  隆様 

京都平安ＲＣ、台北合江扶輪社 

会長・会長エレクト・副会長・幹事 

17-18年度理事・役員 

京都市環境政策局 地球環境 

エネルギー担当局長 下間 健之様 

【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 

６月８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 

６月１１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月１２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月１３日 

（水） 

クラブデー 

「退任挨拶」 

「私の建築10選 海外編」 

ヤレヤレ会 例会時間臨時変更 

◆ 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 

ＮＴＴビジネスソリューションズ関西支店  

京都第二ビジネス営業部長 会員 大森 浩史様 

会長 若山 俊一様、幹事 久積    賁様 

2017-18年度ＲＹＬＡ受講生 シライ電子工業㈱ 西尾 千明さん 

中西紗也佳さん 

17-18年度ＲＹＬＡ受講生 もりした循環器科クリニック 勤務 古野 幹大様 

公益財団法人 国立京都国際

会館 事務局長 塚本 稔様 

村尾 愼哉会員 

岡﨑 韶之会員 

「米山奨学生スピーチ」 

「私の職業と歓び」 

各委員会 委員長 

医療法人 知音会 理事長 田邉  卓爾様 

 

パスト会長 中村恵行会員 

 


