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『嵯峨・広沢池灯篭流し』（8/16） 



 第１３１９回例会  ２０１７年８月１７日（木）   

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「四つのテスド」 

  今日の歌「インターアクトの歌」 

  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    13：00 

「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   耀君 

 閉会点鐘           13:30   

プログラム 

日 時 2017 年８月３日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙橋、王、田中、鎌野、瀬田、末永 

   児嶋、吉田、出射の各会員 

議 事 

１．月次会計報告について 

２．第２回クラブ討論会について（青少年） 

３．第３回クラブ討論会について   

４．秋の家族会について 

５．インターアクト前年度決算承認について 

６．ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問準備 第２回ｸﾗﾌﾞ協議会について 

７．ガバナー公式訪問について   

８．休会会員について 

９．事務局休局について 

10．その他 

Vol.２８-６ 

１．８月３日（木）に行われた理事役員会におい

 て、松尾義平会員と山田芳弘会員の休会が承認

 されました。 

２．８月５日（土）地区ロータリー財団セミナー

 が開催され、王幹事と万殿会員が出席されま

 した。 

３．８月１０日（木）京都北ＲＣ創立６０周年 

 記念例会及び祝宴が行われ、林会長と王幹事が

 出席しました。 

４．８月１９日（土）リーガーロイヤルホテル京都に

 おいて第１回社会奉仕委員長会議が開催されます。

 末永社会奉仕委員長が出席されます。 

５．８月１９日（土）2017-18年度青少年交換学生の

 山本龍一郎君がオランダに出発されます。同日、 

 受入学生のサラさんがデンマークから到着されま

 す。ホストファミリーは山本会員です。 

 「新入会員スピーチ」 

    井上 正佳会員                        

インターアクトクラブ夏季研修会（カンボジア） 
 

８月１日（火）  

 関西空港よりホーチミン経由シェムリアップへ。

到着後、夕食＆打ち合せミーティング。 
 

８月２日（水）  

 朝食後、地元ヌー市場見学＆買い物、その後、

バッタンバンへ。市内レストランにて昼食後、ノリア

孤児院訪問。夕食は孤児院にて自炊＆宿泊。 
 

８月３日（木） 

 孤児院にて朝食、ノリア孤児院にて作業＆交流

会。昼食は岩田様のレストラン、夕食はシーマック

隊員と合同夕食会。 
 

８月４日（金） 

 朝食後、早朝シーマック朝礼参加＆小学校訪問＆

シ－マック地雷除去作業見学。バッタンバン市内食

堂にて昼食、夕食はカンボジア伝統舞踊≪アプサラ

ダンス≫を鑑賞しながらディナー！夕食後報告会。 
 

８月５日（土） 

 朝食後、午前はアンコールワット観光＆アンコー

ルクッキーショッピング＆佐藤氏と合流。 

昼食は中華料理。昼食後、トレサップ湖水上生活村

を船より見学、カヌーにてマングローブクルーズ。

シェムリアップ市内観光。夕食後、空港へ送迎。 
 

８月６日（日） 

 深夜、空路ハノイ空港から関西空港へ。 

 

＜参加者＞ 

 インターアクター１９名、顧問１名、地区委員他

６名の合計２６名 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

８月２１日（月）京都中ＲＣ 

８月２２日（火）京都東山ＲＣ、京都洛中ＲＣ 

８月２４日（木）京都南ＲＣ 

８月２８日（月）京都中ＲＣ 

８月２９日（火）京都洛中ＲＣ 

８月３０日（水）京都ＲＣ、京都西北ＲＣ 

８月３１日（木）京都洛東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

８月１８日（金）京都紫竹ＲＣ 

８月２１日（月）京都紫野ＲＣ 

８月２３日（水）京都朱雀ＲＣ 

８月３１日（木）京都洛西ＲＣ、京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  行事予定  

◇出席率報告◇  

出席率報告『８月３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２６（７名）８９．６６％ 

７月２０日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．１５％ 

ご来客 ０名 

次回例会 ８月２４日（木） 
     

 クラブ・デー 

第２回クラブ討論会 

「青少年交換派遣学生帰国報告」 

   山本 咲良さん 

BOXへ 出射 靖生、万殿 慎二、田中  守 

吉田  修、鎌野 孝和 

藤井文治郎 ・井上さんのスピーチ楽しみです。 

【 】小計 19,000円 今年度累計 174,000円 
目標額 720,000円 達成率 24％ 

◆地区内行事 

 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～ 

 ８月２６日（土） 2017-18年度 RI第2650地区 第3組 ＩＭ 

 ＩＭ会長会議、新会員セミナー 

 ８月２６日（土） 2017-18年度受入学生・ホストファミリー・

 受入高校研修会 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 

 12：30受付 13：00～16：00 

◆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 

1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】小計 38,000円 今年度累計 176,000円 
目標額 1,300,000円 達成率14％ 

末永  寛 ・井上さんのお話しを楽しみに。 

林  良訓、稲掛 英男 

田中  守 ・井上さんのスピーチ楽しみです。 

吉田  修 ・井上さんのスピーチ楽しみに。 

千田  適 ・井上さんスピーチよろしく。 

 

菱田 匡樹 

・井上会員のスピーチ楽しみにしており

 ます。 

 

王   杲 

・井上正佳会員のスピーチを楽しみにし

 てます。 

・井上会員のスピーチ楽しみに。  

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

【 】小計 8,000円    今年度累計  27,000円 

目標額 400,000円 達成率 7％ 

【 】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   

児嶋 雄二 ・井上会員のスピーチ楽しみに。 

井上 正佳 ・スピーチよろしくお願いします。 

 

松尾 義平 

・お世話になります。ずい分元気になり

 ました。 

出射 靖生 ・林会長、炉辺会議御世話になります。 

 

森  正廣 

・瀬田さん、乾氏の写真展行ってきまし

 た。津へ。 

中島 一行 ・常に笑顔を！ 

谷口 泰義 ・王さん、おいしかった有難う。 

德田 正彦 ・８月お盆月です。 

【 】小計 9,000円 今年度累計 98,000円 
目標額 599,400円 達成率 16％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

井上 正佳 ・スピーチよろしくお願いします。 

  

  「インターアクトの歌」 
作詞 東京西ＲＣ 作曲 藤山一郎 

ここに集いし われらは 

誇りも高し インターアクト 

地域社会に 奉仕の理想 

示せ今こそ そのまこと 

ほほえみを もて 

さしのべよ 手を 

世界を 結ぼう 

インターアクト われら 

 

鎌野 孝和 

・井上様ありがとうございます。建物が

 明るくなりました。 

吉田  修 ・松尾さん 今月も来られましたね。 

万殿 慎二 ・井上さんのスピーチ楽しみです。 

稲掛 英男 ・まだまだ暑いですネ。 

林  良訓 ・暑い毎日が続きますね。 

中島 一行 ・全ての人に幸せを！ 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、出射 靖生 

井上 正佳 ・スピーチよろしくお願いします。 

林  良訓 ・仕事がら台風五号が気になります。 

稲掛 英男 ・松尾さん、元気そうで安心しました。 

德田 正彦 ・毎日むし暑い日が続きますね。 

上原 従正 ・暑中お見舞。 

安田  勝 ・クラブ発展を願って。 



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 

「ガバナー公式訪問所感」 
【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２４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】 

「レジリエント・シティが目指す新しいまちの姿」 

＊ビジター受付はありません。 

「2016RI規定審議会の決定の意味するもの」 

「新会員スピーチ」 

「タイ佛教寺院での僧院体験」 

「マジックショー」 

「ｲﾝﾀｰｱｸﾄ夏期研修報告」植田萌子さん 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 例会変更→8/24 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞRC合同「ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問所感」 

「夜間例会」 

京都南ＲＣ/京都南ＲＡＣ合同夜間例会のため例会変更 

「クラブ管理運営フォーラム」 

地区会員増強拡大・学友委員会副委員長 会員 奥  敏郎様 

「私の職業と歓び」 会員 馬場益弘様、藤井孝二様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

レジリエント・シティ京都市統括監  

藤田 裕之様 

会員 山科 隆雄様 

京都西北ＲＣと合同例会開催（ガバナー公式訪問）→２３日（水） 

「ガバナー公式訪問所感」 

「クラブデー」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「クラブ創立時からの変遷」 

「未定」  

「クラブの成長戦略を考える」 

「納涼家族例会の為例会日時場所変更」→8/19（土） 

IM第３組ホストにて例会日時臨時変更。 

｢2016リオデジャネイロオリンピック出場その取組と挑戦｣ 

関西奇術連合会 副会長 中村 孝之様 

クラブ管理運営委員長 松本 恒司様 

アーチェリー選手 林  勇気様 

 

＊ビジター受付はありません。 

会員 東 昇君、江川 清一郎君 

四方田秀喜会員、荻原 卓司会員 

浄土宗喜運寺住職・元佛教大学教授 佐藤  健様 

【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１８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２１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

８月２２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

８月２３日 

（水） 

「黒毛和牛『Ａ５』は本当に美味しいのか？」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「私の履歴書」 

「休会」 

「例会日時・場所臨時変更→19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 

㈲京都丹波牧場 取締役 平井 和恵様 

会員  山仲 修矢様 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

＊ビジター受付はありません。 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 


