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『嵯峨・広沢池灯篭流し』（8/16） 



 第１３１８回例会  ２０１７年８月３日（木）   

 
ガバナー事務所から 

「九州北部豪雨災害復興支援決定」の報告 

 

 ７月２１日に政府が激甚災害と認定いたしました 

北部九州豪雨災害の救済について、第２７００地区

より支援の要請がありました。 

２６５０地区では、地区規程に準じて、地区災害対

策基金特別委員会を７月２２日に開催し下記の通り

「地区災害対策基金」の拠出を決定いたしましたの

でご報告いたします。 

記 

 支援金 ５，０００，０００円 

 支援先 第2700地区ガバナー事務所を通じて

  福岡市開設の「平成29年九州北部 

  豪雨災害義捐金」へ 

   送金日 ７月２４日（月）     以上 
 

＊なお、地区災害基金管理規定にともない、後日 

 募金を行いますのでご協力よろしくお願い致し 

 ます。 

 

 

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 

スピーチ    13：00 

  「新入会員スピーチ」 

             井上 正佳会員                        

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

Vol.２８-５ 

１．本日例会終了後、８月度理事役員会を開催いた

 します。 

２．７月２９日（土）職業奉仕担当者研修会が開催

 され、瀬田会員が出席されました。 

３．７月３０日（日）増強・公共イメージ向上セミ

 ナーが開催され、内田会員が出席されました。 

４．８月１日～６日まで、インターアクト夏季研

 修が行われています。洛西高校IACより神原君

 が参加しておられます。 

５．８月５日（土）立命館大学朱雀キャンパスに

 おいて、地区ロータリー財団セミナーが開催さ

 れます。王幹事と万殿会員が出席されます。 

６．８月１０日（木）の例会は休会です。 

７．８月１０日（木）京都ブライトンホテルに

 おいて、京都北ＲＣ創立６０周年記念例会及び

 祝宴が行われます。林会長と王幹事が出席します。 

８．前年度６月末で一口茂樹君が一身上の都合に

 より退会されました。 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

８月 ８日（火）京都東山ＲＣ 

８月 ９日（水）京都北東ＲＣ 

８月１７日（木）京都南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

８月 ４日（金）京都紫竹ＲＣ 

８月 ９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

８月１０日（木）京都北ＲＣ、京都洛東ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭのご案内 

『ロータリーの原点と未来』 

こんなに変わるの・・・ロータリー 
 

日 時： ８月２６日（土） 
＜新会員セミナー＞ 
 １０：００～１２：４５ 
＜会長会議＞ 
 １１：３０～ 
＜IM＞ 
 呈茶席  １１：００ 
 受 付  １２：３０  
 開会  １３：３０ 
 懇親会  １７：３０ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：  京都洛中ＲＣ 
参加者： 藤井、林、井上、鎌野、万殿、中島、 
  末永、德田、内山、王、吉田 

 「京都桂川ロータリークラブのさらなる発展のために」 

 

林会長 

千田ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

青少年交換派遣学生 

山本龍一郎君 

青少年交換派遣学生の 

山 本 君 は ８ 月 １ ９ 日

（土）に日本を出発し、

来年の７月までオランダ

に留学されます。 



 

 2016-17年度寄付金結果 ― 予算達成しました ― 
 

2016-17年度の寄付金は約13億7,300万円でした。 

前年度と比べて13.0％減（普通寄付金0.8％増、特別

寄付金18.0％減）、約2億円の減少となりました。 
 

前年度は大口寄付があり、減少幅が大きくなってい

ますが、予算額13億3,000万円は無事達成することが

できました。 

会員皆さまのご尽力に深く感謝申し上げます。  

新年度も引き続き、変わらぬご支援を賜りますよう

よろしくお願いいたします。 
 

【個人平均寄付額TOP３】 

１ 第2590地区：31,801円  

２ 第2660地区：25,854円  

３ 第2770地区：24,498円 
 

【個人平均寄付額の前年度比伸び率TOP３】 

１ 第2720地区：112.3%  

２ 第2660地区：110.9%  

３ 第2540地区：110.7% 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  行事予定  

◇出席率報告◇  

出席率報告『７月２７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２７（６名）９６．４３％ 

７月１３日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８６．２１％ 

ご来客 ３名 

次回例会 ８月１７日（木） 
     

  「インターアクト夏季研修報告会」 

   洛西高等学校ＩＡＣ 顧問 山口かほり先生 

                    神原   耀様 

BOXへ 出射 靖生、田中  守、吉田  修 

井上 正佳、万殿 慎二、千田  適 

【 】小計 7,000円 今年度累計 95,000円 
目標額 720,000円 達成率 13％ 

◆地区内行事 

 ８月１～６日 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ夏季研修 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 

 ８月 ５日（土） 地区ロータリー財団セミナー 

 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：00～ 

 ８月１０日（木） 京都北RC創立６０周年記念例会及び 

 祝宴 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 

 ８月１９日（土） 第１回社会奉仕委員委員長会議 

 ﾘｰｶﾞー ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 13：30～ 

◆クラブ内行事   

 ９月 ７日（木） 理事役員会 

 ９月１４日（木） 第２回クラブ協議会 

 ガバナー公式訪問準備 
 ＊例会時間が２０分程延長になります。 

1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】小計 36,000円 今年度累計 138,000円 
目標額 1,300,000円 達成率11％ 

 

髙橋 英明 

・咲良さんお帰りなさい。 

 龍一郎くん行ってらっしゃい。 

上原 従正 ・咲良さんお帰り。 

 

山本 拓生 

・娘がお世話になりました。息子もお世話

 になります。ありがとうございます。 

稲掛 英男 ・林会長のスピーチお楽しみに。 

内山 正元 ・山本咲良さん、無事の帰国おめでとう。 

 

 

末永  寛 

・娘と孫３人がフランスへ帰り、やっと

 静かになりました。と同時にさみしくな

 りました。 

千田  適 ・暑いですね。 

太田 勝彦 ・必死です。 

・咲良さんお帰りなさい。 林  良訓 

BOXへ 井上 正佳、万殿 慎二、田中  守 

BOXへ 太田 勝彦 

【 】小計 3,000円 今年度累計  19,000円 

目標額 400,000円 達成率 5％ 

【 】小計  4,000円  今年度累計  57,000円 
目標額 60,000円 達成率 95％ 

BOXへ 上山 泰弘、末永  寛 

1人当たり2,000円以上   

中川 俊夫 ・自祝 

 

森  正廣 

・姉の七回忌済みました。上州高崎で営み

 ました。 

出射 靖生 ・児嶋さん 御世話になりました。 

菱田 匡樹 ・桂川ロータリー２８周年祝して。 

 

吉田  修 

・ちょっと中途退席します。 

 林会長ごめんなさい。 

 

吉田  修 

・ちょうどきょうが創立記念日ですね。 

 セブンツーセブン覚えておこう！！ 

瀬田 保二 ・２８周年を祝って。 

安田  勝 ・クラブ創立２８周年を祝して。 

 

万殿 慎二 

・咲良さんおかえりなさい。龍一郎君 

 がんばってネ。 

林  良訓 ・変な台風がうろうろしてますね。 

【 】小計 10,000円 今年度累計 89,000円 
目標額 599,400円 達成率 15％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田  修 ・山本咲良さんおかえりなさい。 

 

末永  寛 

・上原さん、先日はありがとうございま

 した。 

出射 靖生 ・今の所ミサイルは発射されてませんね。 

BOXへ 井上 正佳、田中  守 

 

谷口 泰義 

・山本さくらさん、ブラジルのお土産

 ありがとうございました。 



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 

「第１回クラブフォーラム(会員増強）」 
【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～ 

８月１０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】 

「納涼例会の為、例会変更」 

 

「全ての方の笑顔ある毎日」 

「京都タクシー業界の挑戦」 

「土の響きに想いを乗せて」 

「クラブフォーラム」～会員増強について～ 

「差し迫る地球環境問題」 

みずほ証券㈱ 投資情報部  

チーフＦＸストラテジスト 鈴木 健吾様 
「世界の金融市場の注目点と為替動向」 

クラブ・デー 

「京都創生 景観， 文化を中心に」 

「増強について」 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

光華女子大学環境教育推進室長 高野 拓樹様 

＊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。 

＊ビジター受付はありません。 

㈱土井輝子研究所 代表取締役 土井 輝子様 

「共謀罪の是非」 

「ガバナー公式訪問に際して」 

京都洛北RCとの合同公式訪問→8/10（木）に変更 

第３回クラブ協議会（公式訪問前） 

「おもてなし」 

「狂言と茂山家」 能楽師  狂言方 茂山  千作様 

「ガバナーアドレス」（京都北東ＲＣと合同） 

「会員スピーチ」 

「IM第３組ホストについて」 

～創立６０周年記念式典・祝宴の為、例会時間変更～ 

会員増強委員会 委員長 田原 尚樹会員 

会員増強委員長 土井 正樹会員 

＊ビジター受付はありません。 

弁護士 佐々木 達憲様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

一般社団法人京都府タクシー協会副会長  松田 有司様  

Ａｒｉａ（アリア）オカリナスタジオ主宰 鈴江 先子様 

【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 

８月 ４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 

８月 ７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

８月 ８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

８月 ９日 

（水） 

新会員スピーチ 「未定」久保 耕太様 

IM実行委員長 大藤  忠様 

「休会」 

「家族納涼例会（びわ湖花火大会）」のため、例会日時・場所変更 

「例会日時・場所臨時変更→5日（土）」 

◆ 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 

「未定」  奥村 謙介様 

バーミィース 責任者 石原 由美様 

京都市長     門川 大作様 

ＲＩ第2650地区ガバナー補佐 吉川 裕丈様 

 


