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【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 

 

『嵐山 鵜飼』 



 第１３２２回例会  ２０１７年９月７日（木）   

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  国歌「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 

「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 

 閉会点鐘           13:30   

プログラム 

Vol.２８-９ 

１．９月３日（日）地区別 職業奉仕担当者会議が

 開催され、瀬田会員が出席されました。 

２．９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した。 

 万殿、末永、德田、上原の各会員が参加されまし

 た。 

３．本日例会終了後、９月度理事役員を開催いたし

 ます。 

４．次週の例会は吉川ガバナー補佐をお迎えして 

 クラブ協議会を開催します。 

入会５年以内の会員の皆様を大歓迎します。（ｿﾝｸﾞ委員会） 

「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 

◇例会場およびビジタフィー変更のお知らせ 

京都西北ＲＣ 

 ９月１４日の例会から例会場・ビジターフィーが

変わります。 

例会場 

「らんざん」→「翠嵐ラグジュアリーコレクション 

ホテル京都」 

ビジターフィー 

 ３，５００円→４，０００円 
 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

９月１３日（水）京都西北ＲＣ 

９月２６日（火）京都西南ＲＣ 

９月２７日（水）京都北東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

９月１１日（月）京都紫野ＲＣ 

９月１４日（木）京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

 

 田子 稔（たご みのる）様 
 

「プロフィール」 

 １９４７年８月１７日生まれ 

 日本野鳥の会京都支部会員 
 京都野鳥の会会員、桂川クラブ会員 

 ポム１２の会会員 

 ２００６年４月～２０１１年３月まで 

淀川管内河川レンジャー 

 ２０１１年４月から 淀川管内河川レンジャー 

アドバイザー 現在に至る 

「趣味」 

 山登り、バードウオッチング、野草観察、サイクリ

 ング、写真、木彫 

デンマーク出身、１５歳 

趣味：スイミング、テコンドー 

  聖歌隊（国際大会で銀賞） 

家族： 父、母、二人の弟 

２～３年前に２週間一人で留学 

両親の都合で、１０ヶ月～２歳

までシンガポールで生活。 

現在、西京高等学校１年生、バスケ部に入部。 

学区のコーラス部にも参加しています。 

 

嵐峡の清流を守る会の河川清掃活動 
 

実施日 ９月３日（日）午前１０時～１１時 

参加者 德田、万殿、山本、サラ、末永 
 

 約１４団体、１００名程が例年と同じく各自の清掃区域

を約１時間ゴミ袋片手に清掃を行いました。又、嵐山も

朝早くから外国観光

客が多く非常に賑

わっていました。 

当日は晴天でした

が、猛暑でなく 汗も

かくことなく終了。 

参加いただいた皆様

ご苦労様でした。 

（報告：末永社会奉仕委員長） 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男、井上 正佳 

鎌野 孝和、田中  守 

出射 靖生 ・本日は晴天なり。 

【 】小計 9,000円 今年度累計 210,000円 
目標額 720,000円 達成率 29％ 

  行事予定  

◆地区内行事 

 ９月２４日（日） 第２回受入学生研修会 

 ウェルカムパーティー 

 梅小路公園 10：30ＪＲ京都駅中央改札口 

 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～ 

１０月 ７日（土） ポリオ撲滅活動協賛 第７２回京都市内 

 ２４ＲＣ懇親チャリティーゴルフ大会 

 琵琶湖カントリー倶楽部 

◆クラブ内行事   

 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 25,000円 今年度累計 253,000円 
目標額 1,300,000円 達成率19％ 

京都洛東ＲＣ 

梶原 章二様 

・フレフレ林会長。 

  

稲掛 英男 ・サラさんのスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・サラさん、スピーチ楽しみ・・・。 

出射 靖生 ・サラさんようこそ。 

山本 拓生 ・サラちゃん スピーチ楽しみに。 

【 】小計 4,000円    今年度累計  38,000円 

目標額 400,000円 達成率 10％ 

【 】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   

林  良訓 ・サラちゃんようこそ。 

井上 正佳 ・ＩＭお疲れ様でした。 

谷口 泰義 ・暑い夏よ さようなら。 

吉田  修 ・明日から９月すこし秋らしくなるか。 

【 】小計 15,000円 今年度累計 135,000円 
目標額 599,400円 達成率 23％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

林  良訓 ・インターアクトクラブへ。 

吉田  修 ・サラさん、ガンバッテ！。 

中川 俊夫 ・サラさん ようこそいらっしゃい。 

安田  勝 ・サラさん ようこそ京都に。 

万殿 慎二 ・ようこそ サラさん。 

林  良訓 ・世界に平和を なんとしろ 北朝鮮。 

千田  適 ・サラさん、ようこそ。 

BOXへ 千田  適、末永  寛、鎌野 孝和 

田中  守 
次回例会 ９月１４日（木） 

     

第２回クラブ協議会  

ガバナー公式訪問準備 

 RI第２６５０地区ガバナー補佐 

吉川 裕丈様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『８月３１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２４（６名）８５．７１％ 

８月１７日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．１５％ 

ご来客 ２名 

王   杲 ・来週例会と理事役員会欠席のお詫び。 

上原 従正 ・Ｓａｒａさん お元気ですか。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

 

 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭ 
 

日 時： ８月２６日（土）１３：３０ 

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、上原 
  谷口、末永、内山、王、吉田の各会員 

 

井上 正佳 ・涼しくなってきましたネ♡ 

出射 靖生 ・続くミサイル発射こまったものですね。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、稲掛 英男 

太田 勝彦 ・がんばって行きましょう。 

基本的教育と識字率向上月間 



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 

「お月見はぐるま例会」（会員親睦例会） 
【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～ 

９月１４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】 

「今年度奉仕活動について」 

2016～17 ＲＹＬＡ（ライラ）報告 小阪 竜ノ介さん 

「建築の中のやきもの」 

「ガバナー公式訪問所感」  

「次世代の輝く未来にむけて～京都洛西RC創立35周年事業ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻ ﾄー～のご案内」 

「京都イヴニングRCとの合同公式訪問」 

「私の職業と歓び」  

佛教大学講師 村田 典生様 「ぽっくり信仰と安楽往生の願い」 

クラブ・デー 

「天皇御退位と皇室の未来」 

「第3回クラブアッセンブリー」 

 

会員 羽田 正敏様、菱田多賀志様、池田 祥司様 

大藤 光夫様、小山 信一様、西村 孝之様 

写真家 北奥 耕一郎様 

 

陶彫・陶製モザイク作家 池田 泰佑様 

次回の例会は９月２５日（月）の開催予定 

～２０００回記念例会～→１４日(木) 15:30～に変更 

「カメラの楽しみ」 

-会員スピーチ- 

「変化するロータリー」 

「世界に誇るレジリエント・シティに向けて」 レジリエント・シティ 京都市統括監 藤田 裕之様 

クラブデー 

9/9～10 親睦家族旅行移動例会の為、例会日時・場所変更 

「最近の金融経済情勢」 

｢再生医療等製品の社会実装化」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

タカラバイオ㈱ 代表取締役社長 仲尾 功一様 

 

龍谷大学 名誉教授  

岡地 勝二様 

会員 細見 岩男様、福井  肇様 

RI第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

ＩＡＣ委員長  

辰馬雅子様 

【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 

９月 ８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１１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月１２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月１３日 

（水） 

クラブデー 

日本銀行 京都支店長 京都RC会員  植木 修康様 

「私の履歴書」 

「激変する世界情勢の中でアベノミクスは果して大丈夫か？」 

敬老のお祝い「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 

 

会員 小中 達磨様 

京都大学 法学研究科 教授 伊藤 之雄様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

元廣 哲也会員、山本 勝会員 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 


