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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 

【友好クラブ】  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 

 

『 祇王寺  』 



 第１３３１回例会  ２０１７年１１月１６日（木）   Vol.２８-１８ 

１．１１月３日（祝）第２５回京都桂川RC会長杯野球

 大会が開催されました。林会長、王幹事、万殿会員

 が参加いたしました。 

２．１１月６～８日、林会長、王幹事、児嶋国際

 奉仕委員長、吉田会員夫妻、井上会員が台湾三重

 中央ＲＣ創立２９周年記念例会に出席いたしま

 した。 

３．本日、会食後に「京都国立博物館 開館１２０

 周年記念 特別展覧会」を鑑賞します。 

４．次週の例会は祝日休会です。 

５．１１月１９日（日）「秋の家族会」です。 

 ご参加よろしくお願い致します。 

 
 

「札幌真駒内ＲＣウェルカムパーティー」」 

 

１０月２５日（水）札幌真駒内ＲＣから、法福会長夫妻

をはじめ、内海会長エレクト、横田幹事、齋藤姉妹 

クラブ委員長が表敬訪問のため来訪されました。 

１８時から味処「てらさき」においてウェルカムパー

ティーを開催。２０名が集い和やかに札幌真駒内ＲＣ

の方々と親睦を深めることができました。 

今回の来京で来年の２月に行う姉妹クラブ締結・祝

賀会の打ち合わせもあわせて行いました。札幌真駒

内ＲＣにおかれましては早い時期より締結に向けて

準備をされております。当クラブからも多数のご参加

よろしくお願い致します。 

（報告：児嶋国際奉仕委員長） 

 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我らの生業」 

  今日の歌「里の秋」 

  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 
 

閉会点鐘             

  「京都国立博物館 開館１２０周年 特別展覧会鑑賞 」 

プログラム 

 
「秋の家族会」のご案内 

 

日 時： １１月１９日（日） 

  １０：１０ 近鉄奈良駅噴水前集合 

  京都駅、９：２０近鉄電車改札口前集合 
 

交通手段： 近鉄電車＜特急＞ ￥１，１３０ 

      （乗車券６２０円、特急料金５１０円） 

 京都（９：３０）  → 近鉄奈良（１０：０４） 

 ＊京都駅から乗車の方は、特急券は事前に 

  クラブで用意します。当日、乗車券のみ各自で 

  購入下さい。 

「アフリカの農村開発支援」 
  

 環境工学者  

 京都大学名誉教授 

     

      松井 三郎様 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１１月２０日（月）京都西ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

１１月１７日（金）京都乙訓ＲＣ 

１１月２２日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

   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 

日 時 2017 年 11 月 2 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙 橋、王、田 中、太 田、鎌 野、瀬 田、

 末永、山本、児嶋、吉田、万殿の各会員 

議 事 

１．月次会計報告について 

２．西京少年野球桂川ＲＣ会長杯協力金について 

３．台湾三重中央ＲＣ創立２９周年記念例会について 

４．京都国立博物館 開館１２０周年記念 

 「特別展覧会」鑑賞   11/16（木） 

５．秋の家族会について    11/19（日） 

６．第５回クラブ討論会（財団・米山）11/30（木） 

７．クリスマス家族例会について  12/16（土） 

８．九州北部豪雨災害義捐金について 

９．第３回クラブ協議会について（上半期締め括り）

      12/21（木） 

10．札幌真駒内RCとの「姉妹クラブ締結および 

 祝賀会」について   2/10-12 

11．その他 

【ニコニコ箱】小計 27,000円 今年度累計 586,000円 
目標額 1,300,000円 達成率45％ 

【 】 小計 3,000円   今年度累計  62,000円 

目標額 400,000円 達成率 16％ 

【 】小計     0円  今年度累計  57,000円 
目標額 60,000円 達成率 95％ 1人当たり2,000円以上   

【 】小計 11,000円 今年度累計 239,000円 
目標額 599,400円 達成率 40％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

次回例会 １２月３０日（木） 
 

 クラブ・デー 第５回クラブ討論会 

 「ロータリー財団と補助金について」 

 RI第2650地区財団補助金委員長 

 奈良大宮RC会員 宮西 正伸様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２１（５名）７７．７８％ 

１０月１９日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．１９％ 

ご来客 ２名 

 
１１月はロータリー財団月間 

森  正廣 ・松井先生のスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・松井様のお話を楽しみにして。 

稲掛 英男 ・松井三郎様のスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・松井先生のスピーチ楽しみに・・・。 

 

菱田 匡樹 

・松井様おこしいただき、ありがとう

 ございます。 

BOXへ 末永  寛、鎌野 孝和 

BOXへ 鎌野 孝和、太田 勝彦、吉田  修 

 

谷口 泰義 

・松井先生のスピーチ勉強させて頂きま

 す。 

田中  守 ・松井先生のスピーチ楽しみです。 

千田  適 ・松井先生をお迎えして。 

藤井文治郎 ・松井三郎様のお話し楽しみです。 

 

吉田  修 

・明日から東京で大学ギター部同窓会で

 す。仕掛け人として仕務重大なのです。 

森  正廣 ・阿武隅急行に乗って福島県伊達市へ。 

 

井上 正佳 

・前回のスピーチレジリエンス勉強にな

 りました。 

内山 正元 ・これからの紅葉が楽しみです。 

万殿 慎二 ・松井様のスピーチ楽しみです。 

末永  寛 ・松井さんのお話しを楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、千田  適、田中  守 

 

吉田  修 

・台湾にみなさんより１日早く発ちます。 

 林会長よろしくお願いします。 

井上 正佳 ・会場変わって新鮮です！ 

BOXへ 吉田  修、田中  守、千田  適 

井上 正佳、稲掛 英男、鎌野 孝和 

瀬田 保二 ・松井先生のお話しを楽しみに。 

【 】小計 10,000円 今年度累計 323,000円 
目標額 720,000円 達成率 45％ 1人当たり24,000円以上 

王   杲 ・松井先生のスピーチ楽しみです。 

上原 従正 ・米山に寄せて。 

  行事予定  

◆地区内行事 

１１月２５日（土） 「指導者育成セミナー」 13：30～15：30 

 「第2650地区決議会」  16：00～16：30 

 びわ湖大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 

◆クラブ内行事   

１１月１６日（木） 京都国立博物館 開館１２０周年記念 

 「特別展覧会」鑑賞 

１１月１９日（日） 「秋の家族会」 奈良県  四季亭 

 近鉄奈良駅集合 10：10 

１２月１６日（土） 「クリスマス家族例会」 18：00～  

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

１２月２８日（木） 休会 

瀬田 保二 ・王様のロータリーにかける思いに感謝。 

今日の歌   「里の秋」 
 

 

斎藤信夫作詞・海沼実作曲 
 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人 

栗の実 煮てます いろりばた 



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 

「祝日休会」 
【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～ 

１１月２３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】 

「休会」 

＊ビジター受付はありません。 

「 ロータリー財団の資金活用と様々な奉仕活動について 」 

「見識の高さ」 

「楽しもう ロ－タリ－財団を」 

「休会」 

会員 角髙  修様 

「休会」 

「祝日休会」 

「祝日休会」 

 

杉﨑 則夫様、植野 清富様、竹之内米貴様、布施 栄一様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

R.I.第2650地区財団資金推進委員長  

生駒R.C.会員  中谷 裕二良様 

「メディア業界の現状」 

「休会」 

「休会」 

「祝日休会」 

「趣味が仕事になっている人生」 

「過剰診断時代の予防がん学 」 渡辺記念長命研究所  所長 渡邉    泱様 

「祝日休会」 

「RLIに因んで」   

「未定」 

「祝日休会」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

 

時事通信社京都総局長 松崎 勝美様 

 

国立京都国際会館館長・京都ＲＣ会員・元国土庁次官 木下 博文様 

RI第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 地区R財団委員長 中澤 忠嗣様 

【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 

１１月１７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 

１１月２０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月２１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月２２日 

（水） 

「ホテルコンシェルジュのおもてなし」 

京都きもの学院 京都本校学院長 峰村 有紀様 

「祝日休会」 

「新入会員ｽﾋﾟｰﾁ」 大村一夫会員 

「会員スピーチ」 

◆ 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 

京都センチュリーホテル 宿泊課 スーパーバイザー  

コンシェルジュ 兼田 真弓様 

財団法人台北動物園基金会コーディネーター 張 瓊文様 

 

＊ビジター受付はありません。 

 

地区RLI委員会 京都洛南R.C.会員 桜澤 仁志様 

 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因んで」 ﾛｰﾀﾘｰ財団理事 若宮隆幸会員 

～会員スピーチ～「今、物流を改めて考える」 

「休会」 

＊ビジター受付はありません。 


