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『宇治川 鵜飼』（7/1～9/30） 



 第１３２１回例会  ２０１７年８月３１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「とおりゃんせ」 

  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 

 「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 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

Vol.２８-８ 

１．８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

 した。 

２．８月２６日（土）2017-18年度 ＩＭが開催されま

 した。藤井、井上、鎌野、万殿、末永、谷口、内山

 上原、吉田、王の各会員が出席いたしました。 

３．８月２７日（日）20016-17年度青少年交換派遣

 学生帰国報告会が開催されました。鎌野会員、

 山本 咲良さん、山本夫人が出席されました。 

４．９月３日（日）キャンパスプラザ京都において 

 地区別 職業奉仕担当者会議が開催されます。 

 瀬田会員が出席されます。 

５．９月３日（日）嵐山中ノ島公園において、「嵐

 峡の清流を守る会」河川清掃活動が行われます。 

 多数のご参加お願いします。 

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 

 「桂川ＲＣのホームページが新しくなりました！」 

 

 内田会員のご尽力で桂川ＲＣのホームページがスマート

フォン対応になりました！ホームページには「会長挨拶」

「行事予定」「例会プログラム」「役員・組織」「週

報」「過去のＨＰ」「会員ＭＥＮＵ」を見ることができ

ます。また、今年度より会員専用ページも新たに作りま

した。随時更新していますので一度ご覧ください。 

 

スマートフォンで桂川ＲＣのホームページを見るには・・ 

８月会員誕生お祝い  中川会員、林会長、 

末永会員、田中会員、菱田会員と上原会員 

１．イ ン タ ー ネ ッ ト を 開 き、検 索 エ ン ジ ン に「京

 都桂川ロータリークラブ」をいれ検索をクリッ

 ク。または、ＱＲコードもしくは、アドレスを入力い

 ただいてもホームページを開くことができます。 

  アドレス：http://katsuragawarc.com/ 
 

２．桂川ＲＣのホームページトップ画面が出 

 てきます。青色のメニューをクリック。 

「行 事 予 定」

のページには

各案内の詳細をpdfで確認す

ることが出来ます。 

今後開催される家族会など

の行事写真も随時掲載して

いきます。 

「週報」は例会週報を順に

のせています。 

 

３．会員専用ページ「会員

 ＭＥＮＵ」を開くには

 パスワードが必要です。

 青色「会員ＭＥＮＵ」を

 クリック、パスワードを

 入力する画面がでてきま

 で、「１９８９」と入力

 してＯＫをクリックして

 ください。 

 「会員ＭＥＮＵ」には、

 炉辺会合などのクラブ内

 行事予定をはじめ上下半

 期会費明細などをみるこ

 とができます。 

 

４．スマホのホーム画面

 に追加していただく

 と簡単に桂川ＲＣの

 ホームページを開く

 こ と が 出 来 ま す。

 登録の方法はスマー

 トフォンの機種により異なります。 

 内田会員にお尋ねください。 

 

 

ＱＲコード 

トップ画面 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

◇出席率報告◇  

出席率報告『８月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２５（６名）８９．２９％ 

ご来客 ２名 

次回例会 ９月７日（木） 
     

「桂川の自然と桂川１００選」  

淀川管内河川レンジャーアドバイザー 

  田子   稔様 

BOXへ 末永  寛、出射 靖生、稲掛 英男 

吉田  修、田中  守、鎌野 孝和 

安田  勝 ・山本咲良さんのお話し楽しみです。 

【 】小計 16,000円 今年度累計 201,000円 
目標額 720,000円 達成率 28％ 

  行事予定  

◆地区内行事 

 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 

 ９月２６日（火） 第１回京都市内２４ＲＣ連絡協議会 

 合同幹事会 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 18：00～ 

◆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 
 ＊例会時間が２０分程延長になります。 

９月２８日（木） ガバナー公式訪問（京都西南ＲＣ合同例会） 

1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】小計 28,000円 今年度累計 228,000円 
目標額 1,300,000円 達成率18％ 

菱田 匡樹 ・山本咲良さん、ようこそ。 

藤井文治郎 ・山本咲良さん、楽しかったですか。 

 

鎌野 孝和 

・山本咲良さんすばらしい花を咲かせて 

 下さい。 

髙橋 英明 ・さくらさんのお話し楽しみにしてます。 

稲掛 英男 ・山本咲良さんのスピーチ楽しみに。 

・咲良さんのおみやげ話を楽しみに。 林  良訓 【 】小計 4,000円    今年度累計  34,000円 

目標額 400,000円 達成率 9％ 

【 】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   

上原 従正 ・山本咲良さんのスピーチを楽しみに。 

田中  守 ・山本咲良さんスピーチ楽しみです。 

 

山本 拓生 

・娘のスピーチ楽しみに。 

 サラちゃん、ようこそ日本へ！ 

 

万殿 慎二 

・髙橋さん、山本さん、中島さん 

 先日はありがとうございます。 

【 】小計 14,000円 今年度累計 120,000円 
目標額 599,400円 達成率 20％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

万殿 慎二 

・井上さん、先日はありがとうござい 

 ました。 

万殿 慎二 ・サラさん、いらっしゃい。 

林  良訓 ・サラさんようこそ。 

谷口 泰義 ・咲良さんの報告を楽しみに。 

出射 靖生 ・山本咲良さんのスピーチ楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、千田  適 

鎌野 孝和 

万殿 慎二 ・咲良さん、いらっしゃい。 

 

瀬田 保二 

・とにかく暑い。 

 皆様御自愛下さい。 

BOXへ 児嶋 雄二 

今日の歌   「とおりゃんせ」 
 

通りゃんせ  通りゃんせ 

ここはどこの  細道じゃ 

天神様の  細道じゃ 

ちっと通して  下しゃんせ 

御用のないもの  通しゃせぬ 

この子の七つの  お祝いに 

お札を納めに  参ります 

行きはよいよい  帰りはこわい 

こわいながらも 

通りゃんせ  通りゃんせ 

 

 

千田  適 

・今日は京阪電車のプレミアムカーで来

 ました。一度、乗ってみられたらどう

 ですか。 

瀬田 保二 ・皆様お暑つうございます。 

 

出射 靖生 

・処暑と云うのに本日は３７℃の猛暑

 です。 

吉田  修 ・２６日のＩＭ行きましょうね。 

森  正廣 ・丹後の義母は元気でした、１０４才。 

 

井上 正佳 

・夜の方も（店）色々お世話になって 

 ありがとうございます。 

森  正廣 ・山本咲良さんの報告楽しみに。 

吉田  修 ・山本咲良さんスピーチ楽しみに。 

 

井上 正佳 

・まだまだ暑いですね。 

 体調気をつけて！！ 

中川 俊夫 ・残暑御見舞。 

林  良訓 ・熱いです。 

BOXへ 井上 正佳、鎌野 孝和、吉田  修 



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 

「日本の中食の現状とイノベーション」 
【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～ 

９月 ７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】 

「インフォーマルミーティング報告」 

福井南ＲＣ 田中 文夫様 

「 ①雑誌委員会について ②自転車について 」  

「京都の不動産事情について～大阪・  神戸と比較して～ 」 

京都西北ＲＣとの合同例会の例会日変更→8/31（木） 

「ＲＹＬＡについて」 

「私の職業と歓び」  

「ＲＹＬＡを終えて」 ＲＹＬＡ受講生 光本なお子さん 「ﾏｲﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｽﾋﾟｰﾁ」会員 田中 剛様 

「ＲＬＩについて」 

「最新ICT、そしてAI・人工知能が変える私たちの社会」 

「ガバナー合同公式訪問所感」 

グローバル補助金奨学生 松田  愛様 

会員 馬場 俊光様、 藤原 和正様、舟橋 良博様 

稲本  初弥様、鈴木 敏治様、小野 富造様、山田幸一郎様 

衆議院議員 田中 英之様 

 

会員 大川原 徹様 

「最近の海外訪問の所感」 

「品質と言葉」 

「未定」 

「金箔とともに３００年 伝統と挑戦」 

「ＲＬＩについて」 

-新会員スピーチ-「新入社員・若手社員の特徴とその背景」 杉山  剛様 

「麻酔と遷延性術後痛」 

「会員スピーチ」  

「急がば回れ」 

｢伝統・文化の使いみち：日本と中国・お茶にゴルフ｣ 

RYLA委員会 委員長 石原 久歳様 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

京都女子大学 家政学部   

生活造形学科 准教授 前﨑  信様 

会員 吉岡  恵様 

会員 大村 一夫様 

会員 藤井 正泰様、五味  明様 

吉村將人会員 

＊ビジター受付はありません。 

【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 

９月 １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 

９月 ４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月 ５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月 ６日 

（水） 

「世界にはばたく『レジリエント・シティ』」 

執筆家 言語研究家 三宮 庄二様 

「私の履歴書」 

「新入会員スピーチ」 

「クラブ・デー／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 

ロックフェラー財団 世界100レジリエント・シティ 

京都市統括監 藤田 裕之様 

ＲＩ第２６５０地区 ＲＬＩ委員会委員長 水口ＲＣ会員 岡村 俊男様 

日本マイクロソフト㈱ エバンジェリスト 

業務執行役員 西脇 資哲様 

㈱ＧＳユアサ 品質統括部 部長ＩＲＣＡ登録ＱＭＳ審査員補 和根崎 誠様 

堀金箔粉（㈱）代表取締役 堀  智行様 

倉田 義宥会員、内藤 誠会員、中川 淳会員、中嶌 重男会員 

角井食品 代表取締役社長 角井 美穂様 


