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 第１３２５回例会  ２０１７年９月２８日（木）   Vol.２８-１２ 

１．本日は京都西南ＲＣとの合同ガバナー公式訪問

 です。 

２．９月２４日（日）、青少年交換第２回受入学生

 研修会およびウェルカムパーティーが開催されま

 した。   サラさん、ホストファミリーの山本会員と 

 髙橋カウンセラーが参加しました。 

３．９月２６日（火）京都市内２４ＲＣ連絡協議会

 第１回合同幹事会が開催されました。王幹事、

 森副幹事、万殿副幹事が出席しました。 

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） 
 

 

 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 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「村祭り」 

  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 

 「ガバナー公式訪問所感」 

    R.I.第2650地区ガバナー  

         田中 誠二様 

 閉会点鐘           13:30   

プログラム 

吉川 裕丈 ガバナー補佐 

岡野 益巳 幹事長 

田中 誠二ガバナー公式訪問 

（京都西南RCと合同例会）  

  

田中
たなか

 誠二
せいじ

 ガバナーをお迎えして 

（京都東ロータリークラブ） 
 

生年月日 1957年6月11日生 

職 業 学校法人 大和学園 

 理事長・学園長 

職業分類 職業教育 
 

ロータリー歴 

【クラブ関係】 
 1999年9月3日 京都東ロータリークラブ入会 

 2005-06年度  S.A.A. 

 2007-08年度  幹事 

 2010-11年度  理事・職業奉仕委員長 

  創立55周年実行副委員長 

 2013-14年度  理事・会長 
 

【地区関係】 

 2002-03年度 地区財団奨学金・財団学友委員 

 2003-04年度 地区財団奨学金・財団学友副委員長、 

  RI2004年国際大会実行委員会 

  第11翻訳・記録部会委員 

 2004-05年度  地区財団奨学金・財団学友副委員長 

 2006-07年度  地区財団奨学金・財団学友委員長 

 2015-16年度  地区ガバナーノミニー、地区ガバナー補佐 

 2016-17年度  地区ガバナーエレクト 
 

【その他】 

 ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター 

 米山功労者メジャードナー 

◇京都イブニングＲＣ名称変更記念例会のお知らせ 

 ～片山右京トークショー＆ボジョレーヌーボー～ 

  日時  １１月１８日（土） １７：３０受付 

   １８：００～２０：００ 

  会場  ホテルグランヴィア京都 

 登録費 お一人様 ５，０００円 

参加希望の方は事務局までお知らせください。 

（１０/１８〆切） 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１０月１６日（月）京都中ＲＣ 

１０月１７日（火）京都西南ＲＣ 

１０月２６日（木）京都南ＲＣ、京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ９月２９日（金）京都東ＲＣ、京都乙訓ＲＣ 

１０月１１日（水）京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 

  京都朱雀ＲＣ 

１０月１８日（水）京都西北ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

 

９月会員誕生お祝い 
 

谷口会員、林会長 

王会員、出射会員 

万殿会員 

おめでとうございます 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO

林  良訓 ・楊さんのお話楽しみにしてます。 

【 】小計 7,000円 今年度累計 250,000円 
目標額 720,000円 達成率 35％ 

  行事予定  

◆地区内行事 

１０月 7日（土） ﾎﾟﾘｵ撲滅活動協賛 第72回京都市内24ＲＣ 

 懇親ﾁｬﾘﾃｨ ｺー゙ﾙﾌ大会 琵琶湖ｶﾝﾄﾘー 俱楽部 

◆クラブ内行事   

１０月 ５日（木） 理事役員会 

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 

 味処 てらさき 18：00～ 

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  四季亭 

 近鉄奈良駅集合 10：00 

1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】小計 23,000円 今年度累計 348,000円 
目標額 1,300,000円 達成率27％ 

RI第2650地区 

米山委員 

鈴木 基一様 

・感謝 

 米山委員会活動の御協力に感謝。 

【 】小計 5,000円    今年度累計  50,000円 

目標額 400,000円 達成率 13％ 

【 】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   

千田  適 ・楊さんのお話楽しみにしています。 

児嶋 雄二 ・楊さんのスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・鈴木基一様ようこそ。 

次回例会 １０月５日（木） 
 

-新入会員スピーチ- 

   中島 一行会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『９月２１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２２（５名）８１．４８％ 

９月７日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２９％ 

ご来客 ２名 

中川 俊夫 ・来週ガバナー公式訪問欠席おわび。 

【 】小計 9,000円 今年度累計 172,000円 
目標額 599,400円 達成率 29％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

谷口 泰義 ・日本人は井戸を掘った人を忘れません。 

出射 靖生 ・米山奨学会 楊さんを御迎えして。 

９月は基本的教育と識字率向上月間 

吉田  修 ・いよいよ総選挙、また、忙しくなります。 

 

 

森  正廣 

・台風１８号のため、連休のサンフラワー

 号で別府へ行く弾丸ツアーは、船欠航で

 中止となりました。 

 

内山 正元 

・まつたけを、いただきました。 

 やはり、おいしい。 

 

出射 靖生 

・国連でのトランプ氏の演説 

 少し見直しました。 

上原 従正 ・楊さんのスピーチを楽しみに。 

出射 靖生 ・メキシコ地震御見舞い。 

BOXへ 稲掛 英男、井上 正佳、千田  適 

万殿 慎二、林  良訓 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修 

森  正廣 ・楊さんのスピーチ楽しみに。 

安田  勝 ・クラブ発展の為に。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、井上 正佳 

BOXへ 吉田  修 

2017-18年度 第１回炉辺会合（１・２班合同）の報告 
 
開催日時  2017年9月9日（土）  
場 所  マリーナ雄琴  
出 席 者  林会長 児嶋会員 藤井会員 
 谷口会員 出射会員 出射会員ご婦人、中島会員 
 稲掛会員 末永会員 徳田会員 徳田会員お孫さん 
 井上会員 古畑さん 古畑さん娘さん 万殿  
 

 琵琶湖のほとり、林会長のマリーナ雄琴で第１班・2
班合同の炉辺会合を開催いたしました。 
 今回は新会員中島さんと今年入会井上会員の参加も
あり、テーマの「出逢い、融和、発展」の話題で大い
に盛り上がりました。新会員との出逢いがあり、この
ような炉辺会合でのベテラン会員との融和、そして 
発展へとつながる。まさにテーマに沿った炉辺会合を
開催することができました。クルージングやおいしい
お肉、魚介のBBQなどたいへん楽しい時間を過ごすこと
ができました。参加の皆様ありがとうございました。   
 

（報告：第2班リーダー万殿慎二） 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

会員名 職業分類 勤務先    役職 

大森 英彦   名誉会員 大森会計事務所 所長 

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 

林    良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 

菱田 匡樹 不動産仲介業 丸菱建設㈱ 取締役 

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

井上 正佳 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・装飾業 ㈱イマジン 代表取締役社長 

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長 

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

松尾 義平 生花市場 ㈱京都市花き総合流通センター 代表取締役 

森     正廣  六和証券㈱ 取締役副社長 

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

中島 一行 材木卸売業 ㈱ハチイチ木材 代表取締役 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

末永    寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役 

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

田中    守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

安田  勝 内科医 安田医院 院長 

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

 

京都桂川ロータリークラブ 会員名簿 

（敬称略） 

会員３２名（名誉会員１名含む） 



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 

～米山月間スピーチ～ 「私と私の留学生活」 
【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～ 

１０月５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】 

「２５周年総括」 

ＮＰＯ法人テダス 事務局長 田畑  昇悟様 

「休会 」 

「町家ぐらしと女の心」 

「當麻曼荼羅の信仰」 

「休会」 

「全ての起源はエジプトなり」米山奨学生 ナハラ モハメド サラ イブラヒム モウサ ハモウダ さん 

-新入会員スピーチ-   「インバウンドの展望」                    山中 一茂会員 

米山奨学生  

叢 一さん 
「接合部ｺｽﾄを考慮した耐震架構全体分散型と外周集約型の鋼構造建物の最適設計の比較」  

「信頼と共感を支えるシラベル力」 

「白隠禅画をよむ」 

「私の職業と趣味」 

米山奨学生 龔  星伃さん 

米山奨学生スピーチ  金   海元さん 

高田勝㈱ 代表取締役社長  

京都染呉服振興会 会長 高田 啓史様 

会員 冨士森良輔様 

＊ビジター受付はありません。 

「中国の『優良』私立小学校における教員研修 

-S省の『優良』私立校の事例にみる教員資質向上策-」 

「季節の夢を描く」 

「2020年を目指した きもの業界の取組み」 

「NANAY MADE THIS T-Shirts- -フィリピン 社会的企業 igting-」 

「エジプトについて」 

-米山月間に因んで-「私の国タイと私の研究,プロダクトデザイン」 
米山奨学生 ジャンタウィー 

ソンブン･アリーヤーさん  

「未定」 

「会員スピーチ」 

「シリコンバレー は何故アメリカにできたのか」 

-新会員スピーチ-｢自己紹介｣ 

＊ビジター受付はありません。 

会員 河佐 英俊様 

美濃 導彦様 

米山奨学生 孫  群姍さん 

日本画家・京都市立芸術大学 准教授 川嶋 渉先生 

㈱冨田屋代表取締社長・京都さくらRC会員 田中 峰子様 

當麻寺奥院 代表役員 浄土宗 教学局長 川中 光教様 

【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２９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 

１０月２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月４日 

（水） 

「ウズベキスタン・日本・私」 

㈱MASA 代表取締役会長 庄司 惠一様 

「美術のものさし」 

「クラウドファンディングに挑戦」 

クラブ・デー クラブフォーラム

◆ 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 

米山奨学生、同志社大学 神学研究科  

博士課程(前期課程) ツルスノブ・ハムザ君 

米山奨学生 ナハラ モハメド サラ イブラヒム モウサ ハモウダさん 

花園大学国際禅学研究所 顧問 芳澤 勝弘様 

イラストレーター 絵本作家 永田      萠様 

米山奨学生 千 恵蘭さん 

中岩 弘之会員、岡田 一繁会員、齊藤 達也会員、梅田 顯会員 

2017学年度米山奨学生 章   魯閩君 

(株)ＪＰＤ清水 代表取締役社長 清水 三雄様 


