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『 彼岸花 』 



 第１３２３回例会  ２０１７年９月１４日（木）   

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

  今日の歌「小さい秋みつけた」 

  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 

 「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 

 閉会点鐘           13:30   

プログラム 

日 時 2017 年９月７日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙橋、上山、鎌野、末永、児嶋、 

 万殿の各会員 

議 事 

１．月次会計報告について 

２．前年度繰越金の取り扱いについて 

３．ガバナー公式訪問準備 

  第２回クラブ協議会について 9/14（木） 

４．第３回クラブ討論会について 9/21（木） 

５．ガバナー公式訪問について 9/28（木） 

６．第４回クラブ討論会について 10/19（木） 

７．札幌真駒内ＲＣ来京について 10/25-27 

８．秋の家族会について   11/19（日） 

９．新入会員歓迎会について 

10．第５回クラブ討論会（財団・米山） 

11．台湾三重中央ＲＣ創立２９周年記念例会について 

12．桂川クラブ写真集制作の助成金について 

13．「嵐峡の清流を守る会」協力金について  

14．その他 
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青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から８月の 

マンスリーレポートが届きましたのでご紹介します。   

★健康健康状態は： 気温差が大きいからか、風邪気味で 
 した。ですが、すぐに治ったので問題ありません。 
 

★スピーチはしましたか： していません。 
 

★毎日の活動は（学校 等で）： 学校では普通に授業を受け 
 ています。 
 

★観光や訪問に行きましたか： 
 今月はEpeの街をホストファミリーと一緒に散歩したり自転車 
 に乗ったりした程度です。 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか：  ホストブラザーが 
 行っているホッケーのクラブチームに行きました。おそらく 
 続けると思います。 
 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか： 8月22日に 
 例会に参加しました。 
 

★現地の言葉で会話していますか ： まだ、全くしゃべれない 
 ので英語で会話をしています。 
 

★現在の全体的な状況は：  思っていたよりホストファミリーと
会話が出来ているし数人は仲良くできてる人もいるので一安
心って感じです。 
 

★なにか希望・要望はありますか：  今のところはないです。 
１．本日は吉川ガバナー補佐をお迎えして、第２回

 クラブ協議会を行います。各委員長は今年度の

 活動計画を報告いただきますので、ご準備くださ

 い。 

 

「桂川の自然と桂川１００選」 
  

淀川管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞー  

         田子   稔様 

  

 お知らせ ♬  ロータリーソングの練習 ♫ 
 

来週例会前（１２：１５～）ロータリーソングの練習をします。  

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） 

◇例会場変更のお知らせ 

京都西北ＲＣ 

 ９月１４日の例会から例会場が変わりました。 

例会場 

「らんざん」→「翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｺﾚｸｼｮﾝﾎﾃﾙ京都」 
 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

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。 

今日の歌   「小さい秋みつけた」 
作詞 ｻﾄｳﾊﾁﾛｰ 作曲 中田喜直 

 

誰かさんが 誰かさんが 

誰かさんが みつけた 

ちいさい秋 ちいさい秋 

ちいさい秋 みつけた 

めかくし鬼さん 手のなる方へ 

すましたお耳に かすかにしみた 

よんでる口ぶえ もずの声 

ちいさい秋 ちいさい秋 

ちいさい秋 みつけた 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、千田  適 

藤井文治郎、吉田  修、鎌野 孝和 

德田 正彦 

太田 勝彦 ・ロータリー命で頑張っております。 

【 】小計 18,000円 今年度累計 228,000円 
目標額 720,000円 達成率 32％ 

  行事予定  

◆地区内行事 

 ９月２４日（日） 青少年交換第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～ 

◆クラブ内行事   

９月２８日（木） ガバナー公式訪問（京都西南ＲＣ合同例会） 

１０月１４日（土） 中島会員歓迎会 桃園亭 18：00～ 

１０月２５日（水） 札幌真駒内ＲＣ ウェルカムパーティー 

 ＊詳細は後日 

１１月６～８日 台湾訪問 台湾三重中央ＲＣ創立２９周年 

１１月１９日（日） 「秋の家族会」 奈良県 ＊詳細は後日 

1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】小計 45,000円 今年度累計 298,000円 
目標額 1,300,000円 達成率23％ 

林  良訓 ・田子様の活動とお話楽しみに。 

稲掛 英男 ・田子様のスピーチ楽しみに。 

 

菱田 匡樹 

・田子稔様のスピー楽しみにしておりま

 す。 

【 】小計 3,000円    今年度累計  41,000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   

鎌野 孝和 ・田子様のお話を楽しみに。 

德田 正彦 ・田子稔様をスピーカーにお迎えして。 

 

谷口 泰義 

・田子稔様 桂川の自然を勉強させて頂き

 ます。 

BOXへ 山本 拓生、田中  守、児嶋 雄二 

次回例会 ９月２１日（木） 

クラブ・デー  

第３回クラブ討論会 

「中国の魅力的なところ」 

   米山奨学生 楊  蕊寧様（京都洛東ＲＣ） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『９月７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２４日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．８６％ 

ご来客 １名 

 

上原 従正 

・桂川の自然保護に寄せて、田子さんの

 スピーチを楽しみに。 

BOXへ 井上 正佳、鎌野 孝和、吉田  修 

【 】小計 12,000円 今年度累計 147,000円 
目標額 599,400円 達成率 25％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・田子稔様のスピーチ楽しみです。 

吉田  修 ・田子様、ようこそ！ 

井上 正佳 ・たまには祇園へ行きましょう！！ 

 

森  正廣 

・遠野ジンギスカンマラソン、楽しみまし

 た。 

林  良訓 ・山科大石通り川の様でした。 

 
◇ ガバナー公式訪問  ９月２８日（木） 

田中 誠二  ガバナー 

吉川 裕丈 ガバナー補佐 

岡野 益巳 幹事長 
 

会長・幹事・役員懇談会 １１：００～１２：００ 

（京都西南RC）  「光華の間」 
 

例 会  １２：３０～１３：３０ 

  「瑞鳳の間」 
 

会長・幹事・役員懇談会 １３：４５～１４：４５ 

（京都桂川RC）  「光華の間」 

 出席者：会長、副会長、会長エレクト、幹事、SAA 
 

＊当日は、ネクタイ着用でお願いします。 

 

 中島会員歓迎会 
 

 日 時： １０月１４日（土） １８：００より 

 場 所： 桃園亭 下京区河原町通四条下ﾙ西側 

 会 費： １０，０００円 

９月は基本的教育と識字率向上月間 

藤井文治郎 ・林会長、家庭集会お世話になります。 

吉田  修 ・本日早退お詫び。 

 

万殿 慎二 

・河川清掃活動にご参加の皆様、ご苦労様

 でした。 

千田  適 ・すごい雨でした。 

井上 正佳 ・豪雨たいへんでした。 

 

 

森  正廣 

・釜石は立派な魚市場は出来ていますが、

 周辺はまだまだ復興に時間がかかりそ

 うです。 

安田  勝 ・初秋の候 秋風が待たれます。 

BOXへ 稲掛 英男、藤井文治郎、田中  守 

鎌野 孝和 

松尾 義平 ・何とかやってます。 

末永  寛 ・田子さんのお話しを楽しみに。 

 

林  良訓 

・児嶋様、真駒内メンバー来京の件 

 お世話かけます。 



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 

「マッサージ屋の見た長生き社会 – 50代からのからだづくり」 
【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２１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】 

【翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ 

ｺﾚｸｼｮﾝＨ京都 

【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】 

＜奉仕事業開催の為、例会変更＞ 

＊ビジター受付はありません。 

「 ラ・シャンソン・フランセーズ 」 

～広島北RCとの国内姉妹クラブ締結継続調印式例会～ 

「事業継承で伝えるもの」 

「あの懐かしい歌をもう一度」 

「祝日休会」  

 「祝日休会」  

「休会」 

-新会員スピーチ- 

「プログラム」 

＊ビジター受付はありません。 

 

今村 晋平様、山本 眞也様、安澤 英治様、村岡 正浩様 

 

＊ビジター受付はありません。 

神戸大学名誉教授 三木原浩史様 

「祝日休会」  

「休会」 

「クラブデー」 

-ｸﾗﾌﾞ広報部門ﾌｫｰﾗﾑ- 「知っていなかったラオス・・・」 

「ミャンマーのトイレ建設」 

-新会員ｽﾋﾟｰﾁ- 「『宝くじ』の歴史と最新情報」 吉田 雅也様、「”食”と共に100年」 小西池透様 

「休会」 

「祝日休会」  

「知ってるようで 知らない京都」 

「休会」 

社会福祉士 川北 雄一郎様 

プログラム委員長 平田 喜洋様 

＊ビジター受付はありません。 

 

京都ブライトンホテル コンシェルジュ ジョーンズ 亮華様 

第26650地区ＲＬＩ委員会委員 福井南ＲＣ会員 田中 文夫様 

 

㈱樋口鉱泉 会長 樋口 始郎様 

【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１５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１８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月１９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月２０日 

（水） 

「京都信用保証協会における地域密着型支援の概要」 

㈱髙島屋 京都店 顧問 京都東RC会員 米田庄太郎様 

「ＲＬＩについて」 

「ホテルコンシェルジュのあれこれ」 

「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 

京都信用保証協会 

専務理事 嵯峨 哲夫様 

公益社団法人 日本国際民間協力会事業部長 岡田 克彦様 

水田雅博会員、杉本雅彦会員 

＊ビジター受付はありません。 

在京都ラオス人民共和国名誉領事  

京都洛中ＲＣ会員 大野 嘉宏様 

 

ふなつ治療院 院長 船津洋一郎様 


