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１．本日、中島 一行君の入会式を行います。 

２．例会終了後、７月度定例理事役員会を開催い

 たします。 

３．当クラブのＨＰが、内田会員により新年度版

 に更新されました。皆様一度ご覧ください。 

   http://katsuragawarc.com/ 
４．７月３日（月）「社会を明るくする運動」啓発

 活動が阪急桂駅において行われました。 

５．次週の例会より、例会場が「瑞鳳の間」にな

 ります。 

６．７月９日（日）京都リサーチパークにおいて

 青少年交換担当委員長会議が開催されます。 

 上原青少年交換委員長が出席されます。 

第１３１４回例会  ２０１７年７月６（木）   

◇新入会員のご紹介 

中島 一行（なかじま かずゆき）君 

１９７６年１２月２６日生 

職業分類 材木卸売業 

勤務先 ㈱ハチイチ木材 代表取締役 

    亀岡市河原林町河原尻四ノ宮3番地 

推薦者 中川俊夫会員、万殿慎二会員 

 

 

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 

  入会式 

  スピーチ                               

    「就任の挨拶」 

                会長・副会長・幹事・SAA 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 
 

  会長就任のご挨拶 

  

          「出逢い・融和・発展」 

 

２０１７－１８年度 

会長 林  良訓 

 

 ２０１７－２０１８年度、京都桂川ロータリークラ

ブの会長就任にあたり、ご挨拶を申しあげます。 

平成１年に産声を上げました当クラブも本年、諸先輩

方や皆様方のご厚情とご指導のもと、創立２８年目を

迎えることが出来ました。 

この新しい年度に、誠に非力ではありますが、王幹事

のサポートとクラブ及び会員の皆様のご協力を得て、

努力を惜しむことなく会長としての職務を全うしたい

と思っております。 

 ２０１７－１８年度 Ｒ.Ｉ.会長のイアン Ｈ.Ｓ.

ライズリー氏は、「ロータリー：変化をもたらす」と

されています。また、シンボルマークには多様性と 

高みを目指すデザインを用いておられます。 

 また、田中誠二地区ガバナーは、「愛着と誇り」と

されました。 

「超我の奉仕」の理念のもと、各クラブロータリアン

がそれそれどのように変化をもたらすことができるか

自由に議論し、行動してほしいと述べられ、「愛着と

誇り」をもって行動することによりクラブの魅力を引

き出し、よりよい地域づくりと日本の発展、さらには

世界の平和と繁栄に向けて、変化をもたらすことと 

されています。 

 私は、本年度のテーマを「出会い・融和・発展」と

させていただきました。前年度に引き続き会員増強は

最重点課題です。 

諸先輩方が築いて頂きましたファミリーで魅力あふれる

我らがクラブですが、自由に議論し行動を起こして 

いくには、もっと多くの仲間が必要だと思います。 

京都桂川ロータリークラブの５年後・１０年後の  

ビジョンを今から皆様と語り合い構築していきたいと 

考えます。 

 最後に、この一年間精一杯努力させていただきます

ので、どうか皆様の力強いご指導、ご支援、ご協力を

頂けますよう、さらにクラブの運営及び活動にご参加

頂けますよう宜しくお願い致します。 

 

Vol.２８-１ 

  

 第６７回社会を明るくする運動 
 

 7月３日（月） 午後５時から、阪急桂駅西口前

にて法務省主催の啓発活動が行われました。

西京区長をはじめ、この運動の協賛者、諸団体

の参加者多数がティッシュの配布を致しました。

クラブからの参加者は万殿会員、山本会員、 

末永でした。 
             （報告：末永社会奉仕委員長） 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『６月２９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（１０名） 出席者 ２３（５名）８８．４６％ 

６月８日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 １００％ 

ご来客 １名 

  行事予定  

次回例会 ７月１３日（木） 
 

 「就任の挨拶」 

 会長エレクト、会計 

ｸﾗﾌﾞ管理・運営委員長、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 

 

藤井文治郎 

・この一年、理事、役員の皆様 

 御苦労様でした。 

【 】小計      0円   今年度累計  48,000円 
目標額 60,000円 達成率 80％ 

【ニコニコ箱】小計 53,000円 今年度累計 1,404,071円 
目標額 1,300,000円 達成率108％ 

 

中川 俊夫 

・皆さん一年間いろいろお世話になり

 ありがとうございました。 

 

谷口 泰義 

・中川様及び役員の方々 

 １年間ごくろうさんでした。 

 

德田 正彦 

・先日「良彌」で井上新会員をお迎えして

 の懇親会。幹事さんお世話でした。 

 

児嶋 雄二 

・今年度の会長、幹事、理事の方 

 大変御苦労様でした。 

 

万殿 慎二 

・中川会長、山本幹事１年間お世話になり

 ありがとうございます。 

 

内山 正元 

・中川会長、山本幹事 

 ホントにご苦労さま。 

 

井上 正佳 

・歓迎会、二次会 

 ありがとうございました。 

上原 従正 ・叙勲のお祝に感謝して。 

 

 

稲掛 英男 

・今日は最終例会、会長、幹事その他 

 役員の皆さま１年間ありがとうござい

 ました。 

 

林  良訓 

・中川会長、山本さん 

 １年間ごくろうさまでした。 

 

吉田  修 

・本日協議会ですね、いい議論を期待 

 します。 

【 】小計 7,000円 今年度累計 567,600円 
目標額 550,800円 達成率 103％ 

 

山本 拓生 

・１年間ありがとうございました。 

 王さん、あとはまかせました！ 

 

万殿 慎二 

・年度末会員懇親会 井上会員歓迎会 

 楽しみました。 

中川 俊夫 ・林新会長の健闘を祈っています。 

BOXへ 吉田  修、田中  守、稲掛 英男 

【 】小計 9,000円 今年度累計 757,000円 
目標額 720,000円 達成率 105％ 

・会長、幹事 ご苦労様でした。 末永  寛 

出射 靖生 ・今年の梅雨は雨量が少ないですね。 

 

井上 正佳 

・歓迎会、二次会 

 ありがとうございました。 

 

万殿 慎二 

・林さん 先日はありがとうござい

 ました。 

BOXへ 吉田  修 

【 】小計 5,000円 今年度累計 146,000円 

目標額 400,000円 達成率 37％ 

井上 正佳 ・歓迎会、二次会ありがとうございました。 

 

安田  勝 

・会長 幹事 理事の皆様 

  お世話になりました。 

森  正廣 ・会長、幹事一年間ごくろうさんです。 

BOXへ 菱田 匡樹 

 

 

吉田  修 

・本日、今年度最終例会 

 会長、幹事はじめ理事・役員のみなさま

 ありがとうございました。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守 

◆前年度出席委員会 

ホームクラブ１００％出席者 

  上原従正会員   おめでとうございます 

Ｍ.Ｕ.後１００％出席者 

  林 良訓会員、万殿慎二会員、森 正廣会員、 

 中川俊夫会員、末永 寛会員、王  杲会員、 

 山本拓生会員、吉田 修会員  

 

◆地区内行事 

 ７月 ９日（日） 青少年交換担当委員長会議 

 京都ﾘｻｰﾁﾊﾟー ｸ 受付13：00 13：30～16：00  

 ７月１６日（日） インターアクト夏季研修結団式並びに 

 事前研修会 ｻﾞ・ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ 13：00～17：00 

 ７月２２日（土） 国際奉仕セミナー 京都商工会議所ﾋﾞﾙ  

 受付13：30 14：00～17：00 

 ◆クラブ内行事  

 ７月 ６日（木） 第７回理事・役員会 

林会長エレクトより、会長・幹事へパスト会長・幹事バッチ

の贈呈。１年間お疲れさまでした。 

田中  守 ・中川会長、山本幹事お世話になりました。 

 

出射 靖生 

・会長始め理事役員の皆様１年間御苦労

 様でした。 



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 

「就任挨拶」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
各委員会委員長 

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１３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】 

【らんざん】 

【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】 

「これからの京都観光～世界があこがれる観光都市へ～」 

幹事 大友義博様、会長エレクト 野呂輝夫様、SAA 桑原敏彰様 

「新年度にあたって」 

～会長・幹事就任挨拶～  

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「ガバナー公式訪問所感」 

会長エレクト 肥田自豊様、副会長 蜂屋光裕様、理事各位 「新年度を迎えて Ⅱ」 

クラブ・デー「就任挨拶」 

「退任挨拶②」 

「本年度活動方針」 

 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

RI第2650地区ガバナー補佐  

京都洛東RC 山口 義治様 

理事・役員 

京都市産業観光局観光MICE推進室

観光おもてなし課長 藤田 敏男様 

会長・副会長・幹事・会計・S.A.A 

例会なし 

「世界に誇るレジリエント・シティに向けて」 

「就任挨拶」 

第２回クラブ協議会「理事・役員 就任挨拶」 

「理事・役員 就任挨拶」 

「ガバナー公式訪問所感」 
R.I.第2650地区 2017-18年度 ガバナー 田中 誠二様 

クラブデー 

「就任挨拶Ⅱ」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「『三国志演義』について」 

会長 民秋 康典会員、幹事 川岸 右文会員 

伊東 一壽様、松本 恒司様、井澤  豊様  

国際日本文化研究センター 名誉教授 井波 律子さん 

 

会長、幹事、理事 

理事・役員 

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 

７月 ７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１０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月１１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月１２日 

（水） 

クラブデー 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「京都東山ロータリークラブの花は、何色ですか」 

◆ 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 

会長ｴﾚｸﾄ 辻井博様、副会長 高橋泰一朗様、ＳＡＡ 福田利生様 

各担当理事 

世界100レジリエント・シティ 京都市総括監  

京都市前副市長 藤田  裕之様 


