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『嵯峨・広沢池灯篭流し』（8/16） 



 第１３２０回例会  ２０１７年８月２４日（木）   

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

  今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

  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 

 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 

 閉会点鐘           13:30   

プログラム 

Vol.２８-７ 

１．８月１７日（木）2016-17年度決算総会が行わ

 れました。 

２．８月１９日（土）第１回社会奉仕委員長会議が

 開催され、末永社会奉仕委員長が出席されました。 

３．８月２６日（土）新京都センタービルにおいて

 2017-18年度受入学生・ホストファミリー・受入高

 校研修会が行われます。上原会員、山本夫妻、佐藤

 夫人、サラさんが出席します。 

４．８月２６日（土）京都ホテルオークラにおいて、

 2017-18年度 ＩＭが開催されます。よろしくお願い

 致します。 

５．８月２７日（日）北ビワコホテルグラツィエに

 おいて20016-17年度青少年交換派遣学生帰国報告会

 が開催れます。鎌野会員、山本咲良さん、山本夫人

 が出席されます。 

 

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、井上、鎌野、万殿、中島、 
  谷口、末永、德田、内山、王、吉田 

会員誕生日お祝い   

  ９日 菱田匡樹会員 １４日 末永 寛会員   

 １７日  田中 守会員 １７日 上原従正会員 

 ２６日 中川俊夫会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 万殿慎二会員夫人 美栄子様 

   ２１日 安田 勝会員夫人 多津枝様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 内田勝彦会員 総合ﾚﾝﾀﾙ㈱ﾚﾝﾄｵｰﾙ京都 
 

８月おめでとうございます 

 
嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 

 

実施日：   ２０１７年９月３日（日） 小雨決行 

時 間：   午前１０時～１１時 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い  

＊多数のご参加をお願い致します。 

   「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 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

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 

９月１３日（水）京都西北ＲＣ 

９月２６日（火）京都西南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

８月３１日（木）京都さくらＲＣ 

９月 １日（金）京都洛西ＲＣ 

９月１１日（月）京都紫野ＲＣ 

９月１４日（木）京都さくらＲＣ 

９月２０日（水）京都西北ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 

９月２１日（木）京都北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１７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２３（４名）８８．４６％ 

８月３日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９３．１０％ 

ご来客 ４名 

次回例会 ８月３１日（木） 
     

「ウェルカム サラさん！」 

 2017-18年度青少年交換受入学生  

GJØRUP,Sarah Høeghさん  

BOXへ 千田  適、吉田  修、田中  守 

稲掛 英男 

 

林  良訓 

・皆様お盆はいかがお過ごしでしたで

 しょうか。 

【 】小計 11,000円 今年度累計 185,000円 
目標額 720,000円 達成率 26％ 

◆地区内行事 

 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 

 ８月２７日（日） 2016-17年度派遣学生 帰国報告会 

 北ﾋﾞﾜｺﾎﾃﾙｸﾞﾗﾂｨｴ 11：30受付 12：00～ 

 ９月 ３日（日） 地区別 職業奉仕担当者会議 

 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都 10：00～12：00 

 ９月 ３日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞー ｼｯﾌﾟ研究会（RLI）  

 第2650地区RLIﾊﾟー ﾄⅡ研修会 

 京都文教学園 9：45～16：20 

◆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 24,000円 今年度累計 200,000円 
目標額 1,300,000円 達成率15％ 

藤井文治郎 ・神原君楽しかったですか。 

 

菱田 匡樹 

・洛西高等学校 山口かほり先生、神原耀君

 ようこそ、本日は宜しくお願いします。 

森  正廣 ・苗場山頂上は広大でお花畑がいっぱい。 

太田 勝彦 ・とりあえず頑張ってます。 

 

内山 正元 

・新潟、長岡の花火祭に行ってきました。 

 感激しました。 

・神原君おつかれさま楽しかったですか。 林  良訓 

【 】小計 3,000円    今年度累計  30,000円 

目標額 400,000円 達成率 8％ 

【 】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   

 

出射 靖生 

・昨日の大文字は少し風が有り、あざやか

 でした。 

千田  適 ・大文字も終り、京都の夏も終りです。 

井上 正佳 ・大文字きれいでした。 

吉田  修 ・今年も鳥居本で送り火を見ました。  

上原 従正 ・本日、喜寿の誕生日を迎え自祝。 

【 】小計 8,000円 今年度累計 106,000円 
目標額 599,400円 達成率 18％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田  修 ・山口先生、神原君ようこそ。 

吉田  修 ・みなさん、いいお盆を過ごしましたか？ 

林  良訓 ・山口先生、神原君ようこそ。 

井上 正佳 ・大文字きれいでした。 

出射 靖生 ・むし暑い日が続きますね。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男 

 

王   杲 

・地区ロータリー財団セミナーに参加し、

 大変良い勉強になりました。 

谷口 泰義 ・インターアクトを勉強させて頂きます。 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って。 

 

 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、受入学生のサラさんが 

デンマークから到着されました。１年間よろしくお願い致しま

す。      （青少年交換委員会） 

BOXへ 児嶋 雄二、末永  寛、田中  守 

稲掛 英男 

森  正廣 ・夏季研修報告楽しみに。 

台湾学友会による日本人対象奨学金 第9期生が決定 

 

台湾米山学友会（正式名称：（社）中華民国扶輪米

山会）による台湾版米山記念奨学事業「日本人若手

研究者奨学金」の第９期生が決定しました。６月末

の締切までに１３人の応募があり、台湾米山学友会

理事会による厳正な選考が行われました。 

 

今年度は、台湾のロータリアンから大口寄付があっ

たことから、通常２人のところ、４人が採用されま

した。合格者には今年９月から１年間、台湾学友会

から毎月２５,０００台湾ドル（約９１,０００円） 

が支給されるほか、学友会メンバーがカウンセラー

となって、台湾での留学生活を物心両面で支えま

す。 



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 

「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～ 

８月３１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】 

「エンジョイ・デー」 

エフエム京都・アルファ モーニング京都 DJ 佐藤 弘樹様 

「～味を活字にする～フードライターの仕事」 

「ガバナー公式訪問前クラブ・アッセンブリー」 

「未定」 

「クラブ協議会」～公式訪問に備えて～ 

「差し迫る地球環境問題」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 「夏の家族親睦例会」開催の為、例会変更 

「未定」 

「料理人の世界『過去～未来へ』」 

「クラブ名変更記念例会について」 

㈱聖護院八ッ橋総本店専務取締役 鈴鹿可奈子様 

光華女子大学環境教育推進室長 高野 拓樹  

 

学校法人瓜生山学園 事務総局次長 こども芸術大学 校長 田中  洋一様 

 

フードライター 団田 芳子様 

「 ガバナー公式訪問」 京都西北RC・京都平安RC合同例会→23日（水） 

京都洛西ＲＣとの合同例会」(鵜飼予定) →３１日(木) 

「未定」 

‐会員増強部門フォーラム- 

「フィリピン・レイテ島・カポオカン町における 

         台風災害後の地場産業復興支援について」 

-夜間例会- ＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「生き続ける企業を目指して」 

「漢字検定協会・漢字ミュージアム図書館の御紹介」 

納涼同伴親睦会のため、例会時間臨時変更。 

～音楽例会～｢日々是おおきに♡｣ 

長谷川ガバナー補佐訪問 

会長 越川 哲也様 

ジャズシンガー、元祇園町芸妓 MAKOTOさん 

＊ビジター受付は

ありません。 

 

 

 

会員 伊藤 哲雄 

【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２５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２８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

８月２９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

８月３０日 

（水） 

会員増強フォーラム 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「スーパーサーズデー」 

「第２回クラブ協議会 会員増強・拡大月間について」 

-会員スピーチ-「未定」 

◆ 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 

 

 公益社団法人 日本国際民間協力会  

事業部長 岡田 克彦様 

㈱ジェイアール西日本ホテル開発 常務取締役 

JR西日本ホテルズ総料理長 佐藤 伸二様 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 

担当委員会：会員増強委員会 

公益財団法人日本漢字能力検定協会 

専務理事 可児 達志様 

＊ビジター受付はありません。 


