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『 出逢い・融和・発展 』

2017～2018RIﾃｰﾏ
イアンH.S.ライズリー氏

『 愛着と誇り 』
2017～2018ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ
ガバナー 田中 誠二氏

2017～2018会長ﾃｰﾏ
会長 林 良訓

例 会

木曜日 12：30～13：30 京都センチュリーホテル

事務局

〒600-8216 京都市下京区東洞院塩小路下る
京都センチュリーホテル内
TEL(075)344-5000 FAX(075)344-1340

ホームページ http://katsuragawarc.com/
メールアドレス katurarc@abeam.ocn.ne.jp
創 立
1989年(平成元年)７月２７日
クラブカラー ライトブルー
【姉妹クラブ】 台湾三重中央ロータリークラブ
【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

第１３２４回例会

２０１７年９月２１日（木）

Vol.２８-１１

プログラム
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

楊 蕊寧 （ よう

ずいねい）様

平成20年７月 中国 ハルピン市第一高校 卒業
平成24年７月 中国 ハルピン工業大学 学士卒業
平成24年10月 京都大学 学術情報メディアセンター
研究生
平成25年4月 京都大学 人間・環境学研究科 修士課程入学
平成27年3月 京都大学 人間・環境学研究科 修士課程卒業
平成27年4月 京都大学 人間・環境学研究科 博士課程進学
平成29年現在 京都大学 人間・環境学研究科 在籍

寄付金報告
スピーチ

13：00

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）
閉会点鐘
13:30

１．次週、９月２８日（木）は京都西南ＲＣとの
合同ガバナー公式訪問です。当日はネクタイ着用
でお願いします。

「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

◇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。
◇ ガバナー公式訪問

９月２８日（木）

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。

お知らせ ♬ ロータリーソングの練習 ♫
本日１２：１５から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）

会員誕生日お祝い ９月おめでとうございます
４日 王
杲会員
６日 万殿慎二会員
８日 山田芳弘会員
１３日 谷口泰義会員
２８日 出射靖生会員
会員夫人誕生日お祝い
１０日 山本拓生会員夫人 真由美様
１５日 髙橋英明会員夫人 友子様
結婚記念日お祝い
３０日 太田勝彦会員
３０日 井上正佳会員
創業記念日お祝い
１日 千田 適会員 法律事務所なみはや
１日 末永 寛会員 (有)インテリア末永
６日 森 正廣会員 六和証券㈱

2017-18年度 第１回炉辺会合（４班）の報告
日 時： ９月１０日午後６時から
場 所： 上桂「魚美」
参加者： 安田、上原、千田、菱田、松尾、近藤、
田中、吉田
定刻前に全員勢ぞろいで
炉辺会合がスタート。
テーマは、言わずと知れ
た今年度の会長テーマで
ある
「出逢い・融和・発展」
である。
往時を思い返すに、ロータリーに入れていただいたこと
そのものが「出逢い」であり、そして例会に出席する
たびに、それはなんの気負いもなく親睦「融和」が図られ
そこからさらに次のステージへと「発展」してゆく、
今まさに京都桂川ロータリークラブは、その道を歩いて
いるのではないか、ただ、その道を先細りにしないために
もっと若い仲間を増やさなければならない、そのような
議論の果てに、皆がそろって舌鼓を打ち始めた。
話は「森友・加計」問題から議員の「不倫」にまでおよび
清貧に甘んじる心、公僕としての謙虚な心構えが大切で
あると、８人の結論は一致した。
「炉辺のメーキャップ」として参加いただいた松尾さん
と、ご多忙の中を最後まで同席いただいた近藤会員に
厚くお礼を申し上げて報告といたします。
（報告：吉田 修）

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
【ニコニコ箱】小計 27,000円 今年度累計 325,000円

【

目標額 1,300,000円 達成率25％

・林 良訓会長をはじめとする京都桂川
ロータリークラブの皆様よろしく
お願い致します。

1人当たり24,000円以上

RI第2650地区
ガバナー補佐
吉川 裕丈様

・吉川様 本日はよろしくお願いします。 林
・ガバナー補佐をお迎えして。

稲掛

英男

内山

正元

・吉川ガバナー補佐をお迎えして。
・吉川裕丈様 おこしいただきありがとう
ございます。

髙橋

英明

菱田

匡樹

・ガバナー補佐をお迎えして。
千田
適
・ガバナー補佐の吉川様、本日はよろしく。 出射 靖生
・吉川ガバナー補佐をお迎えして。
鎌野 孝和
・吉川ガバナー補佐をお迎えして。

山本

拓生

・吉川ガバナー補佐様、今日はご苦労様です。 中川

俊夫

・吉川ガバナー補佐のスピーチ楽しみ。

児嶋

雄二

・炉辺会合楽しみました。
林会長ありがとうございます。
・先週土曜日、炉辺会合 幹事さん始め
林会長様有りがとう御座いました。
・非常にまじめです。

万殿

慎二

德田
太田

正彦
勝彦

・草ホ湖一周マラソン
天気良し、景色よし。

森

正廣

王

杲

【

瀬田

保二

】小計 16,000円 今年度累計 163,000円
1人当たり180ﾄﾞﾙ以上

・吉川ガバナー補佐をおむかえして。

森

・吉川ガバナー補佐をお迎えして。

安田

林

良訓

・吉川ガバナー補佐
本日はよろしくお願いいたします。

万殿

慎二

・吉川ガバナー補佐をお迎えして。

王

杲

・先週おわび。
中川 俊夫
・林さん先日の炉辺大変楽しかったです。 児嶋 雄二
・家庭集会、林さん、児嶋さん、万殿さん
ありがとうございました。

末永

寛

・林さん、先日の炉辺会合ではお世話に
なりありがとうございました。

稲掛

英男

・吉田さん
家庭集会ありがとうございました。

千田

適

・ほろにが会にご参加の皆様、
お世話になりました。

髙橋

英明

・東日本大震災により、今も避難生活を
余儀なくされている方に思いをよせて。 内山

正元

・今回の台風は少し気になりますね。

出射

靖生

BOXへ

鎌野

孝和

勝

林

良訓

王
出射

杲
靖生

・北朝鮮将軍様、もう打やめて下さい。

内山

正元

BOXへ

鎌野

孝和

【

】小計 4,000円

今年度累計 45,000円
目標額 400,000円 達成率 11％

・インターアクトの活動に寄せて。

上原

従正

・吉田先生 炉辺お世話になりました。

安田

勝

】小計
1人当たり2,000円以上

0円 今年度累計 57,000円
目標額 60,000円 達成率 95％

行事予定
◆地区内行事
９月２４日（日）
９月２６日（火）

目標額 599,400円 達成率 27％

・ガバナー公式訪問準備「きんちょう」
します。

正廣

・先日は当社にお集りいただいた家庭集会
の皆様ありがとうございました。
・万殿さん
ほろにが会お世話になりました。
・秋らしくなりました。

【

・瀬田先生 西安の文化交流の旅、
大変お世話になりました。
・例会欠席おわび
少し秋らしくなりました。

目標額 720,000円 達成率 34％

・德田さん、先日の家族会では送って
頂いてありがとうございます。
稲掛 英男
・炉辺会合雄琴マリーナお世話様でした、
楽しかった、美味しかった。
谷口 泰義
・ほろにが会 たいへん楽しみました。
万殿 慎二

良訓

・ガバナー補佐 吉川様をお迎えして。

】小計 15,000円 今年度累計 243,000円

青少年交換第２回受入学生研修会
ｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ 10：30ＪＲ京都駅中央改札口
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

９月は基本的教育と識字率向上月間

次回例会

９月２８日（木）

「ガバナー公式訪問所感」
（京都西南ＲＣと合同例会）
ＲＩ第２６５０地区ガバナー
田中 誠二様
◇出席率報告◇
出席率報告『９月１４日』 （）内は出席免除会員
会員数 ３１名（９名） 出席者 ２４（５名）８８．８９％
８月３１日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２９％
ご来客 ２名

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆
９月２２日 京都東

京都大学名誉教授 渡辺 弘之様
㈱プランツ・コーポレーション代表取締役社長
京都洛中RC会員 武部
宏様

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 「東南アジアの昆虫食 」

京都伏見 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 「ことばの力・ことばは感動」

（金）

京都洛西

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

「休会」

＊ビジター受付はありません。
＊ビジター受付はありません。

京都紫竹 【ブライトンＨ】 「休会」
京都乙訓 【京都ｴﾐﾅｰｽ】
９月２５日 京都西

＊ビジター受付はありません。

「夜間例会」例会時間・場所変更

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「温暖化と気候変動」

気象予報士 西池 沙織様

公益財団法人 祇園祭山鉾連合会 理事 大嶋 博規様
サンケイデザイン㈱ 営業部専任部長
京都中
【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「ＧＩＶＥ＆ＧＩＶＥ」を基本精神に「ビジネス交流」
大川 邦広様
「ロータリーの愉しみ方」
18：30～ 京都平安 【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】
東大阪みどりＲＣ会員 里松産業(有)取締役専務 井上 善博様
京都紫野 【ブライトンＨ】 「未定」

（月）

９月２６日 京都東山 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 「会員スピーチ」

京都桂川ＲＣと合同ガバナー公式訪問の為、
９月２８日(木)に例会日変更。

京都西南 【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】

（火）

佐貫 將一、井川 正隆様、福留 幸一様、郡

京都洛中 【京都Ｈｵｰｸﾗ】 -帰国報告-「留学での学びと今後の抱負」

＊ビジター受付は平常通り行われます。
グローバル補助金奨学生 大原理依子さん
親子双方を対象とした子育て支援機関
“リレイト”代表 中桐万里子様

京都洛南 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「七代目が語る二宮金次郎」
９月２７日 京都
京都西北

（水）

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「驚きの地方再生『京都･あやべスタイル』」
【翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ
ｺﾚｸｼｮﾝＨ京都

正樹様

京都府綾部市 市長 山崎 善也様

-クラブ・デー-「クラブ管理運営部門 第２回クラブフォーラム」
＊ビジター受付は平常通り行われます。

京都北東 【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 「懇親夜間例会」

＊ビジター受付はありません。
＜海外クラブ訪問特別例会の為、例会変更＞
ＮＰＯ法人 幸せイキイキ子ども教育研究所理事
京都朱雀 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「『人が育つ』組織作りのために」 学校法人 産業能率大学総合研究所 兼任講師 猿川 博美様
京都嵯峨野

９月２８日 京都南
京都北

（木）

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「日台の絆について」

台湾三三会、台日商務・交流協進会 顧問 鄭 世松様

【ブライトンＨ】 ｢便利堂のカラーコロタイプ－文化財複製のあゆみ－｣ ㈱便利堂 社長室 室長 西村寿美雄様

京都洛北 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

「まちづくりと店づくり」

京都洛東 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

「スーパーサーズデー」

8：00～

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

「京都炭屋 お茶の宿のおもてなし」

18：00～

京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】

「第4回クラブアッセンブリー」

18：30～ 京都さくら

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

京都商店連盟労務士 福井 雅之様

炭屋旅館 女将 堀部 寛子様

「『ここを押さえて！これからの健康』歯科医の立場から」 守安クリニック 院長 守安 攝子様

Ｈ京都】

2017～2018年度 役員・理事・委員会構成
副会長（会員増強委員長兼任）
会長ｴﾚｸﾄ
直前会長
幹 事
会 計
S.A.A.
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
ソング委員長

出席委員長
友好ｸﾗﾌﾞ委員長

良訓

奉仕プロジェクト委員長

(理事)

鎌野 孝和

髙橋 英明

職業奉仕委員長

(理事)
(理事)

青少年奉仕委員長

(理事)

国際奉仕委員長

(理事)

瀬田 保二
末永 寛
山本 拓生
児嶋 雄二

公共ｲﾒｰｼﾞ委員長

(理事)

(役員)

内田 勝彦
中川 俊夫
王
杲
田中
守
太田 勝彦

社会奉仕委員長

ﾛｰﾀﾘｰ 財団･米山委員

(理事)

(理事)

内山 正元

(理事)

上山 泰弘
千田
適
稲掛 英男
吉田 修

副幹事
副幹事
副会計
副S.A.A.

万殿
森
上原
児嶋

藤井文治郎
上原 従正

副S.A.A.（記録）

菱田 匡樹

(役員)

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任）

(役員)

） (役員)
(役員)
(役員)
(役員)

林

戦 略 計 画 委 員 長

吉田 修
出射 靖生
内田 勝彦
慎二
正廣
従正
雄二

