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『  広沢の辺り 』 



 第１３５６回例会  ２０１８年６月１４日（木）   Vol.２８-４３ 

１．６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した。 

２．６月１７日（日）メルパルク京都において、

 次年度提唱ＲＣインターアクト委員長会議が開催

 されます。内田会長エレクトが出席されます。 

  

 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。 

日 時 2018 年６月７日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙橋、内田、中川、王、田中、太田、内山 
 鎌野、瀬田、末永、児嶋、吉田の各会員 
議 事 
１．月次会計報告について 
２．第５回クラブ協議会について 6/21（木） 
３．年度末会員懇親会について 6/23（土） 
４．決算総会における会計監査選任について 
５．「社会を明るくする運動」協力金について 
６．台湾東部地震義捐金の取り扱いについて 
７．青少年交換受入学生について 
８．その他 

日 時 2018 年６月７日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 
出席者 内田、髙橋、林、太田、井上、吉田、上原、 
 児嶋、末永の各会員 
議 事 
１．前期会費について 
２．週報について 
３．第１回クラブ協議会について 6/28（木） 
４．表敬訪問について 
５．創立２９周年記念例会について 7/21（土） 
６．台湾三重中央扶輪社来日について 
７．今年度親睦会の予定 
８．京都西南ＲＣとの合同「秋の家族会」について 
９．第１回ｸﾗﾌ゙ 討論会について（ｸﾗﾌ゙ 管理・運営）7/26（木） 
10．京都市内２４ＲＣ連絡協議会  
  第１回会長幹事会ホストについて 8/10（金） 
11．会員増強について 
12．インターアクト夏期研修について 8/2～8/4 
13．夜間例会開催について 
14．その他 

2017-18年度 第４回炉辺会合３班の報告 
 

 参加者 松尾、田中、児嶋、髙橋、万殿、 

  太田、中川の各会員 

 開催場所 宮川長 喜久屋 
 

６月７日炉辺会合を催したところ、７名の参加で多くの

話題が出され大変有意義な意見交換を行うことができま

した。 

なかでも松尾会員が元気になられ、活発に話されていて

とても良かったと感じました。 

テーマの「何かに挑戦していますか」については、参加

会員それぞれ色々挑戦されているようなので、特に報告

はありません。      以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダー 中川 俊夫    

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「夏の思い出」 

  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 

「青少年交換学生の報告」 

   青少年交換学生 

              GJØRUP,Sarah Høeghさん 

 閉会点鐘           13：30   

プログラム 

 

-会員スピーチ- 

 「最近なんだか気になること」

      

      内山 正元会員 

 

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 

６月２７日（水）京都西北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 

６月２６日（火）京都西南ＲＣ 

６月２７日（水）京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 2,000円  今年度累計 154,000円 
目標額 400,000円 達成率 39％ 

【 】 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２１日（木） 
 

クラブ・デー 

第５回クラブ協議会 

  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 

万殿 慎二 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田   修 

末永  寛 ・内山さんのスピーチ楽しみに。 

稲掛 英男 ・内山会員のスピーチ楽しみに。 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 737,000円 

目標額 720,000円 達成率 102％ 1人当たり24,000円以上 

 

林  良訓 

・年度末懇親会 

 多数の御参加お願いします。 

◆地区行事 

 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  

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『６月７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２５名（８名）８６．２１％ 

５月２４日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．１９％ 

ご来客３名 

 

上原 従正 

・サラさん、お元気ですか。 

 日本での生活ももう少しですね。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、稲掛 英男 

 

德田 正彦 

・先日の炉辺会 幹事上原先生お世話様

 でした。 

安田  勝 ・１２日米朝会議の成功を願って。 

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 

今日の歌  「夏の思い出」  
  

作詞 江間章子  作曲 中田喜直 
 

夏がくれば思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧のなかにうかびくる 

やさしい影 野の小径（こみち） 

水芭蕉の花が咲いている 

夢見て咲いている水のほとり 

石楠花（しゃくなげ）色にたそがれる 

はるかな尾瀬 遠い空 

【ニコニコ箱】 小計 37,000円 今年度累計 1,363,040円 
目標額 1,300,000円 達成率105％ 

大津中央ＲＣ 

林 繁里様  

・今日はお世話になります。 

林  良訓 ・内山さんのお話ほんとうに楽しみです。 

BOXへ 鎌野 孝和、末永  寛 

山本 拓生 ・内山先生のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・内山さんのスピーチ楽しみです。 

児嶋 雄二 ・内山氏のスピーチ楽しみに！ 

井上 正佳 ・内山先生、スピーチよろしくです。 

谷口 泰義 ・内山会員のスピーチを楽しみに。 

吉田  修 ・最終月になりました。 

德田 正彦 ・田植がすみました。 

井上 正佳 ・内田さんスピーチ楽しみです。 

万殿 慎二 ・内山会員のお話し楽しみです 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 578,000円 
目標額 599,400円 達成率 96％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

 

吉田  修 

・あさっての賛西会でソングリーダーに

 ついて１５分程スピーチをさせていた

 だきます。 

 

内山 正元 

・梅雨入りです。 

 体調をくずされませんように。 

林  良訓 ・賛西会欠席おわび。 

松尾 義平 ・梅雨入りです。 

稲掛 英男 ・内山会員のスピーチ楽しみに。 

 

 

森  正廣 

・５０年前の合唱団同窓会、５年ぶり４１

 人の参加で盛りあがりました。 

 延々６時間 

德田 正彦 ・先週欠席、お詫び。 

森  正廣 ・映画「のみとり侍」面白いです。 

千田  適 ・梅雨入り、いやですね！ 



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～ 

６月２１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】 

「幹事の役割について」 

理事・役員 

「印象アップのための身だしなみ～好印象ジェントルマンの心得～」 

「現・次年度合同クラブ・アッセンブリー」 

「退任挨拶」 

「未定」 

会長・幹事 

「文化財の修復について」 

「退任挨拶」  

「スラムに響く希望の音楽～ＮＰＯ法人セブンススピリットの軌跡～」 

 

会長 小森 直之様、副会長 坂田  均様、幹事 中塚 浩様 

幹事 山脇 健司様 

㈱マンダム執行役員 技術開発 

センター所長 椿原  操様 

「よれよれ会」 →例会場変更 フォーシーズンホテル 

「故 髙宮輝千代会員、故 石川公三会員を偲んで」 

「退任挨拶」 

「未定」 

「～最終夜間例会～」 

-新会員スピーチ- 

「京の愉しみ」 

「理事・役員退任挨拶」  

「退任挨拶」 

｢日本人がユダヤ教ラビになって」 

会員 谷口  健様、辻本 一三様、上田  哲次様 

ＮＰＯ法人セブンススピリット  

永田 正彰様 

千代田国際法律事務所 代表 石角 完爾様 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

理事・役員 

【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 

６月１５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１８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月１９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月２０日 

（水） 

第３回クラブアッセンブリー次年度第１回クラブアッセンブリー ガバナー公式訪問準備 

「スーパーサーズデー」 

「カラダを柔軟にしてココロをほぐすチェアヨガ体験」例会進行時間の変更 

－最終例会－「退任挨拶」 

◆ 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 

理事・役員 

＊ビジター受付はありません。 

「退任挨拶」 理事・役員 

 

 

石松陽一会員、川波 彰会員 

ヨガインストラクター  

大谷めぐみ様 

創立記念例会「一年を振り返って」 

「私の職業と歓び」 

手作りの成人を祝う会 実行委員長 奥村 澄子様 

藤井  秀也様、玉置 敏浩様 

 

会計、理事 

坂田墨珠堂 代表取締役 坂田さとこ様 


