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『 出逢い・融和・発展 』 2017～2018会長ﾃｰﾏ 
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『  広沢の辺り 』 



 第１３５８回例会  ２０１８年６月２８日（木）   Vol.２８-４５ 

１．６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した。 

２．次週例会終了後、次年度理事役員会が開催され

 ます。 

３．７月５日（木）阪急桂駅西口において「社会を

 明るくする運動」が行われます。ご参加よろしく

 お願いいたします。 

 

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） 

 

青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から５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 花粉の季節が終わりとても元気になり 
 ました。暑さで少しやられていますが我慢しかないですね。 
   
★スピーチはしましたか： 今月はしていません。 
 

★毎日の活動は 特に前と変わることなく楽しくおしゃべり 
 しながら授業を受けたりしてます。 

 

★観光や訪問に行きましたか 上旬にアムステルダムに
あるゴッホ展に連れて行ってもらったり、ホストブラザーと
Walibiに連れて行ってもらったりしました。あとはホスト
ファミリーとボーリングに行ったり、パスタを食べに行った
りしました。中旬にはセーリングに一泊二日で連れて
行ってもらいました。オランダの運河などきれいな場所
を通ってご飯を食べてという感じで、とてもゆったりした
時間になりました。 
22日普段行っている学校を休んで、ホストブラザーが
通っている大学を見学させてもらいました。そこでは一
緒に授業を受けてみたりしたのですが、自分のために
みんなが英語で授業してくれました。とてもきれいな  
学校で日本にはなさそうな学校でした。（あるかもしれな
いですが） 

 

★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  
 例会は今月は少なかったですが、参加しました。8日の 
 例会ではまだオープンしたばかりのホテルにお邪魔して 
 ディナーを楽しみました。 
 

★現地の言葉で会話していますか  お店など行った際に 
 オランダ語をしゃべってみますが、すぐに英語のほうが 
 いい？と聞かれるので結局英語を話してます。 
  
★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。 
 

★なにか希望・要望はありますか  ありません。 

「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 

 

 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「かたつむり」 

  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  

 「次年度第１回クラブ協議会」 

   ＲＩ第2650地区京都市域第二グループ 担当 

   ガバナー補佐          吉川 裕丈様 

閉会点鐘            13：30   

プログラム 

例会変更ならびに休会 

７月１０日（火）京都東山ＲＣ 

７月１２日（木）京都洛東ＲＣ 

７月１８日（水）京都北東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

７月１７日（火）京都洛南ＲＣ 

 ビジター受付はありません。 

クラブ・デー  

第５回クラブ協議会 

 今日の歌   かたつむり 

でんでん むしむし かたつむり 

お前のあたまは どこにある  

つの出せ やり出せ あたま出せ 

次年度「ＩＭ」のＰＲ 

園部ＲＣ 太田様、前田様 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【 】 小計 1,000円  今年度累計 160,000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 ７月５日（木） 
 

「就任の挨拶」 

      会長、副会長、会長エレクト、幹事 

  行事予定  

 
６月はロータリー親睦活動月間 

BOXへ 万殿 慎二、井上 正佳、千田  適 

稲掛 英男、鎌野 孝和 

BOXへ 吉田   修 

林  良訓 ・皆様 地震いかがでした。 

 

末永  寛 

・上原さん 先日はありがとうござい

 ました。 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 759,000円 
目標額 720,000円 達成率 105％ 1人当たり24,000円以上 

 

吉田  修 

・森さん 先日の炉辺ではお世話になり 

 ました。 

◆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 

 ７月１０日（火） ロータリーほろにが会 

 レストラン菊水 18：00～ 

 ７月２１日（土） 京都北東ＲＣ創立３０周年記念例会 

 14：00受付 15：00～ 

 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 

◆クラブ内行事    

 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 

 ７月２０日（金） ウェルカムパーティー １８：００～ 

 リーガロイヤルホテル京都 

 ７月２１日（土） 創立２９周年記念例会 １８：００～ 

 京都センチュリーホテル 

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２１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２０名（７名）７１．４３％ 

６月７日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８６．２１％ 

ご来客３名 

年度末会員懇親会 
 

日 時： ６月２３日（土）１８：３０～ 

場 所： 南禅寺「八千代」 

参加者： 林、王、稲掛、井上、児嶋、万殿、千田 

瀬田、内田、上原、

松本先生、事務局、 

        １2名 

【ニコニコ箱】 小計 29,000円 今年度累計 1,412,040円 
目標額 1,300,000円 達成率108％ 

園部ＲＣ 

前田 知洋様 

太田 明平様 

・本日はお世話になります。 

 ８月２５日のＩＭ、ぜひ全員登録を

 お願いいたします。 

林  良訓 ・１名の入会の可能性楽しみです。 

 

安田  勝 

・会長、幹事、理事役員の皆様 

 この１年お世話になりました。 

 

瀬田 保二 

・炉辺会合でのおつり銭です。出席者 林、 

 吉田、森、山本、千田、瀬田。 

 

森  正廣 

・日吉ダム周辺ハイキングのち 

 バーベキュー 

児嶋 雄二 ・明日株主総会どれだけ厳しい意見が！ 

林  良訓 ・本年度もあと２回ですね。 

 

王   杲 

・第３回合同幹事会ご参加の皆さんお疲れ

 様でした。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 606,000円 
目標額 599,400円 達成率 101％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

 

万殿 慎二 

・合同幹事会では、王幹事、森副幹事、

 太田次年度幹事たいへんお世話になり

 ました。 

井上 正佳 ・日本サッカー先ず１勝しました！！ 

吉田  修 ・１８日の地震、びっくりしましたね。 

德田 正彦 ・早退お詫び。 

 

森  正廣 

・京都コンサート、久しぶりのチャイコ

 フスキー「悲愴」感動しました。 

 

吉田  修 

・サッカーＷカップ初の南米からの勝利

 よかったですね。 

稲掛 英男 ・早退おわび。 

BOXへ 鎌野 孝和、千田  適 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男、鎌野 孝和 

 

谷口 泰義 

・地震どうもなかったですか、おたずね

 いたします。 

上原 従正 ・林さんもう少しがんばって下さい。 



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 

「就任挨拶」 
【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～ 

７月５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】 

「会長就任の挨拶」 

理事・役員 

-年度最終例会-「退任挨拶」 

「会長・幹事退任挨拶」 

「退任挨拶」 

「退任挨拶」 

会長 肥田 自豊様、幹事 田中  剛様、ＳＡＡ 平井 達雄様 

「就任挨拶」  

「就任挨拶」  

「本年度活動方針」 

 

坂田  均様、奥田 歓信様、平野 俊雄様、福留 幸一様 

 

会長・副会長・幹事・会計・S.A.A. 

「会長 所信表明」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

第１回クラブ協議会「理事・役員 就任挨拶」 

「会長・幹事 就任挨拶」 

「明察功過」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶Ⅰ」 

「就任挨拶」 

「新年度を迎えて」 

会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督 

会長 松本 恒司様、幹事 平田 喜洋様 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

会長 岡本 和真様 

会長、直前会長、会長エレクト 

藤井正大会長・青木義照幹事 

会長・幹事 

【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２９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 

７月２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月４日 

（水） 

「役員理事就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「退任挨拶」 

初例会「就任挨拶①」 

◆ 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 

会長、副会長、幹事、会計、会場監督、クラブ研修リーダー 

会長 辻井  博様、幹事 西田 賢央様 

理事・役員 

 

会長、幹事、会計 

会長 上田 昌平様、副会長 石松 陽一様、幹事 神田 尚子様 

「2017-18年度RYLAに参加して」ライラ受講生 となみ織物㈱ 今井仁奈子さん 

「新年度を迎えて Ⅰ」 

「就任挨拶」 

会長 民秋 康典会員、幹事 川岸 右文会員 

会長  藤井  久嗣様 

役員、理事 

会長、幹事、会計、SAA、各担当理事 

会長 野呂 輝夫様、副会長 勝尾 青龍洞様 


