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クラブカラー ライトブルー 

【姉妹クラブ】  台湾三重中央ロータリークラブ 

 札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱ＩＡＣ】  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 

 

『  広沢の辺り 』 



 第１３５７回例会  ２０１８年６月２１日（木）   Vol.２８-４４ 

１．６月１７日（日）次年度提唱ＲＣインターアクト

 委員長会議が開催され、内田会長エレクトが出席

 されました。 

２．６月１９日（火）市内24ＲＣ連絡 協議会現・ 

 次年度合同第3回合同幹事会が開催されました。 

 王幹事、森副幹事、万殿副幹事、太田次年度幹事が

 出席いたしました。 

３．６月２３日（土）南禅寺「八千代」において

 年度末会員懇親会が開催されます。 

４．次週の例会は吉川ガバナー補佐をお迎えし、

 次年度第１回クラブ協議会を開催します。 

 各委員長は活動計画の発表をお願い致します。 

 例会も１時間ほど延長になりますので、よろしく

 お願い致します。 

 

７月８日（日）、青少年交換学生の山本龍一郎君がオラン

ダから帰国され、７月１４日（土）サラさんが日本を発ち 

デンマークに帰国されます。サラさんは７月１２日（木）の

例会に出席されます。龍一郎君は次年度帰国報告をして

いただく予定です。   （青少年交換委員会） 

「社会を明るくする運動」啓発活動のお知らせ 
 

日 時： 2018年 ７月５日（木） １７：００～ 
場 所： 阪急桂駅西口 

2017-18年度 第４回炉辺会合３班の報告 
 

 日 時 平成３０年６月６日（土）午後６時３０分より 

 場 所 玄品ふぐ「四条烏丸の関」 

 参加者 瀬田、吉田、千田、林、山本、森の各会員 
  

 今回のテーマは、「何に挑戦していますか。」と言う

ことで、「夏ふぐを楽しもう」と玄品ふぐに挑戦したし

ました。 

挑戦の範囲をロータリーに限らず仕事や生活全般に広げ

て考えると、ロータリアンで挑戦していない人は皆無で

あろうという結論になりました。 

 あとは、ふぐのフルコースと飲み放題を充分に楽しみ

ました。なかでも、先日の例会に会長エレクトの紹介で

入会予定者が２名参加され、先々が楽しみだなぁと、

もっと会員増強に取り組もうと盛り上がりました。 

 最後は、例のごとく酔っ払ってのお開きとなりました。 

 ご参加のみなさんお疲れ様でした。 （森 正廣） 

 

 

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５回クラブ協議会 

閉会点鐘            13：30   

プログラム 

「青少年交換学生の報告」 

例会変更ならびに休会 

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２６日（火）京都西南ＲＣ、京都洛南ＲＣ 

 ビジター受付はありません。 

 

 

会員誕生日お祝い 

 １０日 上山泰弘会員  ２５日 林 良訓会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 松尾義平会員 ㈱京都市花き総合流通ｾﾝﾀｰ 

  １日 太田勝彦会員 太田建工㈱ 

  １日 髙橋英明会員  ㈱髙橋ビル 

 ２３日 菱田匡樹会員 丸菱建設㈱ 

  ６月おめでとうございます 

青少年交換学生  

 GJØRUP,Sarah Høeghさん 

「修了証贈呈」 

サラさんと林会長 

井上会員がサラさんの

写真をもとに製作 

「感謝状贈呈」上原青少年交換 

 委員長と髙橋カウンセラー 

井上会員からサラさんに贈呈 

 作品の裏には各会員の名前 

 を寄書きして。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 5,000円  今年度累計 159,000円 
目標額 400,000円 達成率 40％ 

【 】 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２８日（木） 
 

「次年度第１回クラブ協議会」 

   ＲＩ第2650地区ガバナー補佐  

       吉川 裕丈様 

  行事予定  

 
６月はロータリー親睦活動月間 

BOXへ 吉田  修、田中  守、千田  適 

稲掛 英男 

BOXへ 吉田   修 

林  良訓 ・年度末会員懇親会多数の参加よろしく。 

 

万殿 慎二 

・サラさん、いつでも日本に遊びに来

 てね。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 750,000円 

目標額 720,000円 達成率 104％ 1人当たり24,000円以上 

 

藤井文治郎 

・毎日の時間つぶれません。久しぶりに 

 痛風になった。 

◆地区行事 

 ７月 ８日（日） ロータリー・リーダーシップ研究会 

 第2650地区ＲＬＩパートⅠ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00 

◆クラブ内行事    

 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  

 ７月 ５日（木） ７月度定例理事役員会 

 ７月 ５日（木） 社会を明るくする運動 阪急桂駅西口 17：00 

谷口 泰義 ・吉田さん賛西会ごくろうさんでした。 

◇出席率報告◇  

出席率報告『６月１４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２６名（７名）９２．８６％ 

５月３１日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８６．２１％ 

ご来客３名 

 

出射 靖生 

・半世紀ぶりに鈴鹿サーキット走って

 きました。ストレス発散には最高です。 

BOXへ 田中  守、千田  適、稲掛 英男 

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 

 

参加予定者： 林、王、稲掛、井上、児嶋、万殿、森 

  千田、瀬田、内田、上原、松本先生、

 事務局 

【ニコニコ箱】 小計 20,000円 今年度累計 1,383,040円 
目標額 1,300,000円 達成率106％ 

 

林  良訓 

・サラちゃんの楽しいスピーチゆっくり

 聞かせて下さい。 

稲掛 英男 ・Sarahさんのスピーチ楽しみに。 

菱田 匡樹 ・サラちゃんありがとう。 

 

出射 靖生 

・サラさんようこそスピーチ楽しみに

 しています。 

上原 従正 ・サラさん再会を楽しみに。 

 

末永  寛 

・サラさんのお話しを楽しみに。 

 又日本に来て下さい。 

井上 正佳 ・サラちゃん日本を忘れずにね！！ 

児嶋 雄二 ・サラさん日本は良かったですか？ 

林  良訓 ・あと３回の命となりました。 

王   杲 ・サラさんのスピーチをお楽しみに！ 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 593,000円 
目標額 599,400円 達成率 99％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

吉田  修 

・いよいよサラちゃんお別れですね。

 お元気で、ご活躍を祈ります。 

藤井文治郎 ・サラちゃん、がんばっていますか！！ 

 

万殿 慎二 

・中川さんたいへん楽しい炉辺会合あり

 がとうございます。 

 

田中  守 

・中川さん家庭集会ありがとうござい

 ました。 

 

吉田  修 

・ごめんなさい、６/２３の会員懇親会 

 欠席します。 

 

森  正廣 

・関東ローカル線の旅「八高線」 

 児玉千本桜ハイキング。 

 

千田  適 

・トランプさん、発言の影響力を考えて

 下さい。 

 

内山 正元 

・サラさん、帰国の途が無事であります

 ように。 

山本 拓生 ・サラちゃんのスピーチ楽しみに！ 

 

万殿 慎二 

・織田さん、福田さん、ようこそ桂川ロー

 タリーへ 楽しんでますか。 

 

出射 靖生 

・米朝首脳会議も終わりましたが最終

 結果はどうなるんでしょうね！ 

森  正廣 ・サラさんの報告楽しみに。 

安田  勝 ・クラブの発展を願って。 



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 

「退任の挨拶」 
【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２８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】 

＜ごくろさん例会の為、例会変更＞ 

理事・役員 

「酒でない酒、ワインの物語」 

「休会」 

「退任挨拶」 

「RYLAに参加して」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「夜間例会」 退任挨拶 

「退任挨拶」  

「２０１７年度を振り返って」 

 

＊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 左右田健次様 

次回の例会は7月２日（月）の開催予定になります。 

～ヤレヤレ会開催～の為、日時臨時変更 

「退任挨拶」 

第６回クラブ協議会「退任挨拶」 

「休会」 

「京都ロータリークラブに感謝」 

「退任挨拶」 

「会長・幹事退任挨拶」 

「退任挨拶」 

「退任挨拶」 

会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督 

会長 越川 哲也様、 幹事 山内 克己君様 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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２２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２５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月２６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月２７日 

（水） 

夜間家族例会の為、6月30日(土)に例会変更。 

「やれやれ会」 

「クラブ協議会・次年度のために」 

「休会」 

◆ 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。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

役員・理事 

 

会長 岩村 眞樹雄様、副会長 明石純一幹事、古田 昭彦様 

 

「会長幹事ご苦労様会」開催の為、例会変更 

「退任挨拶」 

青少年奉仕委員会 委員長 小西 一則会員 

会長   中野 博美様 

＊ビジター受付はありません。 

会長、副会長、幹事、SAA 

＊ビジター受付はありません。 


