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 第１３１５回例会  ２０１７年７月１３日（木）   

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「琵琶湖周航の歌」 

  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                               

  「就任の挨拶」 

   会長エレクト・幹事・SAA 

   クラブ管理・運営委員長・奉仕プロジェクト委員長 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

日 時 2017 年７月６日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙橋、中川、王、太田、鎌野、瀬田、 

   末永、山本、児嶋、吉田、出射、万殿の各会員 

議 事 

１．上半期会費納入状況 

２．第２回クラブ討論会について（青少年） 

３．第１回炉辺会合（９月末までに開催） 

４．札幌真駒内RCとの姉妹クラブ締結について 

  ２/１０（土）～１２（月） 

５．中島 一行君の委員会配属について 

６．2018-19年度青少年交換学生募集について 

７．「ロータリー希望の風奨学金」について 

８．第７２回京都市内２４RC懇親チャリティーゴルフ大会 

９．桂川ＲＣオリジナルネクタイについて 

10．その他 

Vol.２８-２ 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

７月１９日（水）京都西北ＲＣ 

７月２０日（木）京都イブニングＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

「就任挨拶」および「入会式」 

  

 お知らせ ♬  ロータリーソングの練習 ♫ 
 

来週例会前（１２：１５～）ロータリーソングの練習をします。  

入会５年以内の会員の皆様を大歓迎します。（ｿﾝｸﾞ委員会） 

 

青少年交換派遣学生 山本咲良さんから６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： 問題ないです。 
 

★スピーチはしましたか： 今月はしていません。 
 7月の最後の例会でする予定です。 
 

★毎日の活動は（学校 等で）： 毎日学校に行っています。 
 7月から長期休暇に入るので、今月は学校に行く最後の月で 
 した。 
 

★観光や訪問に行きましたか： 
 ブラジルのお菓子メーカーである、doriという会社の工場見 
 学に行かせてもらいました。いろんなお菓子の作る過程を   
 見せてもらい、とても楽しい時間でした。 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか：  家の近くのジムに  
 行ける日はほぼ毎日行っています。 
 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか： 毎週水曜日 
 の夜に例会に参加しています。6月30日は特別例会で今年 
 度のクラブの会長の就任式でした。 
 

★現地の言葉で会話していますか ： 基本家族とも友達とも 
 ポルトガル語で話しています。 同じ学校の交換学生同士 
 では英語で話すことが多いです。 
 

★現在の全体的な状況は：  いつもありがとうございます。 
ブラジルでの生活も残り2週間ほどとなりました。今月はすで
にたくさんの交換学生が帰国し始めていて、マリリアからも4
人の交換学生が帰国してしまいました。交換学生同士で過
ごした時間はとても多いですし、お互い助け合って一年間過
ごしてきた大切な友達なので、お別れの日はとても寂しいで
す。4510地区の地区委員さんが「お別れの時、私はさよなら
と言わず、また会おうと言うようにしているよ」と言っていたの
で、私もそれに習ってまた会おうというようにしました。その言
葉によって、別れが前向きなものになったような気がします。
ブラジルで過ごすのもあと2週間しかないので、後悔を残さな
いように目一杯楽しみたいと思います。 

 

★なにか希望・要望はありますか：  特にありません。 

林会長 髙橋副会長 

新入会員 中島君 

１．本日、メールボックスにポリオ・プラスの寄付

 封筒をお配りしています。クラブ目標金額達成の

 ため、一人２千円ご協力お願いいたします。 

２．７月９日（日）青少年交換担当委員長会議が開催

 され、上原青少年交換委員長が出席されました。 

３．７月１６日（日）ザ・パレスサイドホテルに

 おいてインターアクト夏季研修結団式並びに

 事前研修会が開催されます。菱田インターアクト

 委員長と顧問の山口先生および神原君が出席さ

 れます。 

４．７月の理事役員会において、中島一行君は 

 親睦委員会、会員増強委員会、国際奉仕委員会

 の各委員に配属されることになりました。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『７月６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２６（６名）９２．８６％ 

６月２２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．８６％ 

ご来客 １４名 

  行事予定  

次回例会 ７月２０日（木） 
 

クラブ・デー 

第１回クラブ討論会 

【 】小計  11,000円   今年度累計  11,000円 

目標額 60,000円 達成率 18％ 

【ニコニコ箱】小計 52,000円 今年度累計  52,000円 
目標額 1,300,000円 達成率4％ 

京都市域第二ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  

ガバナー補佐 

吉川 裕丈様 

・京都桂川ＲＣ林 良訓会長様をはじめ

 とする会員の皆様１年間よろしくお願

 いします。 

林  良訓 ・本年皆様よろしくお願いします。 

 

 

王   杲 

・一年間幹事役を頑張っていきます。 

 ご迷惑をお掛けする事が有ると思いま

 すが宜しくお願い致します。 

 

吉田  修 

・賛西会の皆様 

 きょうは、ありがとうございます。 

児嶋 雄二 ・林会長、幹事一年間頑張って！ 

千田  適 ・林さん、王さん今年１年頑張って下さい。 

 

万殿 慎二 

・林会長、王幹事１年間どうぞよろしく

 お願いいたします。 

 

谷口 泰義 

・林会長はじめ役員の方々 

 ロータリーの絆で引っ張って下さい。 

安田  勝 ・林執行部の門出を祝して。 

【 】小計 48,000円 今年度累計 48,000円 
目標額 599,400円 達成率 8％ 

BOXへ 児嶋 雄二、吉田  修、鎌野 孝和 

千田  適、稲掛 英男 

【 】小計 69,000円 今年度累計 69,000円 
目標額 720,000円 達成率 9％ 

・中島様の御入会を祝って。 瀬田 保二 

出射 靖生 ・この一年が無事でありますように。 

 

德田 正彦 

・今日８１才になりました。 

 嬉しくも悲しくも有り。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、万殿 慎二 

児嶋 雄二 

【 】小計 13,000円 今年度累計  13,000円 

目標額 400,000円 達成率 3％ 

◆地区内行事 

 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  

 ８月１０日（木） 休会 

田中  守 ・林会長、王幹事１年間よろしく！ 

藤井文治郎、瀬田 保二 ・林丸の船出を祝って。 

 今日の歌   「琵琶湖周航の歌」 

小口 太郎作詞 吉田 千秋作曲 

われは湖
うみ

の子  さすらいの 

旅にしあれば  しみじみと 

のぼる狭霧
さ ぎ り

や さざなみの 

志賀の都よ いざさらば 

德田 正彦 ・年度始め本年の役員諸氏ご苦労様です。 

稲掛 英男、上原 従正 ・林丸の出航を祝して。 

菱田 匡樹 ・林会長 本年度宜しくお願い致します。 

内山 正元 ・林会長、王幹事応援します。 

鎌野 孝和 ・新年度にあたって。 

 

中島 一行 

・本日入会させて頂きます。 

 宜しくお願いします。 

出射 靖生 ・福岡、大分の豪雨災害御見舞い。 

髙橋 英明 ・今年一年よろしくお願いします。 

 

山本 拓生 

・社会を明るくする運動、末永さん 

 ご参加ありがとうございました。 

太田 勝彦 ・ＳＡＡどうしましょ？ 

 

森  正廣 

・青森マラソンに３,６００人 

 快晴で快適でした。 

 

万殿 慎二 

・会員の皆様 

 今年度もよろしくお願いします。 

 

林  良訓 

・賛西会 会長幹事の皆様 

 連日御苦労様です。 

森  正廣 ・中島一行君 入会おめでとう。 

 

出射 靖生 

・会長始め王幹事、役員の皆様 

 １年間よろしく。 

千田  適 ・今年度もよろしく。 

 

吉田  修 

・初例会いつもながらの緊張感！！いい 

 ですね、また一年がんばりましょう。 

森  正廣 ・林会長、王幹事、一年間よろしく。 

中川 俊夫 ・林会長、王幹事一年間ガンバッテ下さい。 

 

王   杲 

・ガバナー補佐吉川様、賛西会の皆様を 

 お迎えして。 

林  良訓 ・皆様、本年大変お世話になります。 

 

山本 拓生 

・林会長、王幹事１年間よろしくお願い

 します。あと、太田さんも。 

BOXへ 德田 正彦、万殿 慎二、児嶋 雄二 

出射 靖生 ・ポリオの無い世界を。 

中島 一行 ・今年一年間宜しくお願いします。 

 

万殿 慎二 

・社会を明るくする運動に参加の皆様 

 ご苦労様でした。 

 

藤井文治郎 

・内田勝彦さんユーチューブ見ました。 

 150曲すごいですね。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、児嶋 雄二 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

1人当たり24,000円以上 

1人当たり2,000円以上   



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 

「新年度に向けて」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
RI第2650地区京都市域第ニグループ ガバナー補佐 吉川 裕丈様 

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２０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】 

＜合同ガバナー公式訪問の為、例会変更＞→21日（金） 

RI第2650地区 ガバナー補佐 山口 義治様 

「祇園祭の大役を担う久世駒形稚児」 

～理事・役員就任挨拶～ 

「就任挨拶」 

「クラブ協議会」～年次活動方針1～ 

-祝日休会- 

 -祝日休会- 

「山口義治ガバナー補佐卓話」 

「ガバナー所感」 

「夏の家族親睦会開催の為、22日（土）に変更」 

一力亭 女将  杉浦 京子様 

 

中村 翠嵐会員 

 

＊ビジター受付はありません。 

綾戸國中神社 宮司 杉浦 匠様 

-祝日休会- 

「休会」 

「創立29周年記念例会」 

「守ること、つなぐ思い－花街に生きる一人として・・・」 

「理事 就任挨拶」 

「今年度の活動方針」 中山永次郎様、菅原貴也様、関谷昌人様、山下 尚治様、佐伯祐左様 

「守ること、つなぐ思い－花街に生きる一人として－」 

-祝日休会- 

「就任挨拶」 

｢京都スポーツ 光と影｣ 

各委員会委員長 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

元京都新聞運動部長、スポーツライター 井上 年央様 

 

会長、幹事、理事 

京都RC会員 山内 庄一郎様、京都東RC会員 佐々木 邦泰様 

2017-2018年度理事・役員 

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 

７月１４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１７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月１８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月１９日 

（水） 

「世界チャンピオンまでの道のり」  

各担当理事 

「大野木会長へエール

「故 小野芳晴会員追悼例会」 

クラブ・デー クラブ・フォーラム（創立50周年記念事業実行委員会） 

◆ 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 

WBA世界スーパーバンタム級チャンピオン 久保   隼様 

 

平田    隆様、山仲 修矢様、 北山     隆様 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

一力亭 女将  杉浦 京子様 


