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『 出逢い・融和・発展 』 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 
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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 

 

『 広沢の池 』 



 第１３２７回例会  ２０１７年１０月１２日（木）   

日 時 2017 年 10 月 5 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者 林、髙 橋、内 田、中 川、王、田中、内山、

 上 山、鎌 野、瀬 田、末 永、山 本、児 嶋、

 出射、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．新入会員歓迎会について（中島君） 

４．第４回クラブ討論会について  

５．札幌真駒内ＲＣ来京について（10/26例会）  

６．台湾三重中央ＲＣ創立２９周年記念例会について 

７．秋の家族会について   11/19（日） 

８．第５回クラブ討論会（財団・米山）  

９．第２回炉辺会合について 

10．クリスマス家族例会について 12/16（土） 

11．例会場変更および駐車場について 

12．赤い羽根共同募金について 

13．その他 

Vol.２８-１４ 

１．１０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

 が開催されました。 

２．本日例会終了後、例会場において役員指名委

 員会が開催されます。 

３．１０月１４日（土）桃園亭において中島会員

 歓迎会を行います。ご出席よろしくお願いいた

 します。 

2017-18年度 第２回炉辺会合のお知らせ 
 

本年度第２回炉辺会合を１２月末日迄に開催いただき、 

会合終了後には事務局宛へ報告お願いします。 

＊テーマ「愛着と誇り、持続可能なクラブに向けて」     

 クラブ管理運営委員長 内山 正元 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 出射  中島 中川、上山、万殿、王、安田、松尾 

2 稲掛 吉田 谷口、山本、太田、森、内山、大森 

3 田中 鎌野 林、髙橋、瀬田、德田、上原、山田  

4 井上 内田 藤井、菱田、児嶋、千田、末永、近藤 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

  今日の歌「故郷の空」  

  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 

 「少子化と高校野球」 

   学校法人同志社 総長・理事長 

          八田 英二様 

 閉会点鐘           13:30   

プログラム 
 八田 英二（はった えいじ）様 
 

学歴・略歴など 

1949年生まれ 

1971年 同志社大学経済学部卒業 

1973年 同志社大学大学院経済学研究科修士課程修了

       （経済学修士） 

1977年 米国カリフォルニア大学バークレー校  

  大学院経済学Ph.D.コース修了（Ph.D.） 

1985年 同志社大学経済学部教授、同志社大学長 

  学校法人同志社理事長と歴任 

2017年 学校法人同志社総長・理事長 
 

学外の主な役職 
現在は、公益財団法人日本高等学校野球連盟会長、
公益財団法人日本学生野球協会会長、一般財団法人
全日本野球協会副会長、一般社団法人大学監査協会
副会長、文部科学省大学設置・学校法人審議会委員
などを務めている。 

 

 -新入会員スピーチ- 

           

    中島 一行会員 

  

 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） 

 

今日の歌   「故郷の空」 

作詞 大和田建樹・ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ民謡 

夕空はれて、秋風ふき 

つきかげ落ちて、鈴虫鳴く 

思えば遠し、故郷の空 

ああ、わが父母、いかにおわす 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

林  良訓 

・例会の会場来月より変更となります、

 よろしく御協力お願いします。 

【 】小計 14,000円 今年度累計 273,000円 
目標額 720,000円 達成率 38％ 

  行事予定  

◆クラブ内行事   

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 ３日（祝） 第25回京都桂川RC会長杯野球大会 

 開会式  小畑川ｸﾞﾗﾝﾄ  ゙ 8：30～ 

1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】小計 46,000円 今年度累計 452,000円 
目標額 1,300,000円 達成率35％ 

【 】  小計 4,000円   今年度累計 55,000円 

目標額 400,000円 達成率 14％ 

【 】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   

次回例会 １０月１９日（木） 
 

クラブ・デー 

「第４回クラブ討論会」 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２７（５名）１００．０％ 

９月２１日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８１．４８％ 

ご来客 ２名 
【 】小計 9,000円 今年度累計 198,000円 

目標額 599,400円 達成率 33％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

１０月は 経済と地域社会の発展月間 
米 山 月 間 

安田  勝 ・中島さんのスピーチ楽しみです。 

髙橋 英明 ・中島さんのお話し楽しみにしています。 

田中  守 ・中島会員のスピーチ楽しみです。 

太田 勝彦 ・がんばりましょう！ 

BOXへ 德田 正彦、田中  守、稲掛 英男 

鎌野 孝和 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

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 
 

まだ前日からの雨模様が残る10月7日（土）、琵琶

湖カントリークラブで開催された「第72回京都市内

24RC懇談チャリティーゴルフ大会」に、林会長、

児嶋会員、高橋会員、太田会員、中島会員、井上 

会員の６名が参加してまいりました。 

シニア、ミドル、ジュニアと年齢分けされたグルー

プからのスタートで、真剣にゴルフに取り組んでい

らっしゃるクラブもあり、スコアも様々でしたが、

我らが京都桂川RCは和気

藹々と楽しい一日を過ごし

ました。次回も楽しみにし

ております。（報告：井上） 

林  良訓 ・中島君のお話楽しみにしています。 

千田  適 ・中島さんスピーチお願いします。 

児嶋 雄二、稲掛 英男、瀬田 保二 

・中島君のスピーチ楽しみに。 

 

 

王   杲 

・松尾先生、この前は大変お世話になりま

 した。元気でいらっしゃって大変嬉しい

 です。 

中川 俊夫 ・松尾さん、元気そうでなによりです。 

 

谷口 泰義 

・中島さん、スピーチもゴルフも頑張っ

 てね！ 

井上 正佳 ・中島さん、スピーチガンバッテ！！ 

松尾 義平 ・お世話になります。 

 

德田 正彦 

・今月は本年秋で朝一番寒かったです

 ね。（１３℃台でした） 

太田 勝彦 ・すっかり涼しくなりました。 

 

出射 靖生 

・昨夜は中秋の名月、数年前の我家での

 お月見例会を思い出しておりました。 

 

森  正廣 

・真岡井頭マラソン 

 秋晴れのさわやかラン。 

山本 拓生 ・ラスベガス怖いですね。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

林  良訓 

・髙橋さん、内田さん、太田さん、王さん 

 皆さん御苦労様でした。 

万殿 慎二 ・中島会員のスピーチ楽しみです。 

末永  寛 ・中島さんのお話を楽しみに。 

出射 靖生 ・朝夕寒くなりました。 

BOXへ 中川 俊夫、千田  適、田中  守 

鎌野 孝和 

 

森  正廣 

・日本三大稲荷の１つ「笠間稲荷」は 

 茨城県。 

内山 正元 ・中島会員のスピーチに期待して。 

井上 正佳 ・朝晩寒いくらいになりましたネ！！ 

 

出射 靖生 

・児嶋会員、上原会員 

 先日はありがとう御座居ました。 

菱田 匡樹 ・中島会員のスピーチ楽しみにしております。 

 



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 

～会員スピーチ～「私の職業と保護観察」 
【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１９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】 

「私の国タイと私の研究、プロダクトデザイン」 

＊ビジター受付はありません。 

「市民参加のまちづくり『深草トレイル』ができるまで」 

「神仙思想に関する中国皇室庭園の山水パターン配置について」 

「百萬遍の由来」 

「未定」 

「私の職業と歓び」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「夜間例会」 

「化石は語る」 

「日本に来て学んだこと」 

日本チャップリン協会会長・脚本家 大野 裕之様 

担当 創立50周年記念事業  

実行委員会委員長 中村 翠嵐様 

 

米山奨学生 ｼﾞｬﾝﾀｳｨｰﾝｿﾝﾌﾟｿﾝ ﾏﾘｰﾔｰさん 

京都市まちづくりアドバイザー  

亀村 佳都様 

次回の例会は１０月２３日(月）の開催 

「例会日時・場所変更」 

「クラブデー」 

-社会奉仕部門ﾌｫｰﾗﾑ-「施設の現状と求められる支援の形について」 

「ガバナー公式訪問所感」 

-新会員スピーチ- 「京都に眠る火消しの魂」  宮嶋 健一郎会員 

「壬生界隈について 」 八木  勢一郎会員 

「チャップリンと京都」 

第1回クラブフォーラム（国際奉仕部門）米山奨学生スピーチ 

「墓地の最近事情」 

｢生き続ける企業を目指して｣ 

東洋竹工㈱ 代表者 大塚 正洋様 

米山奨学生 陳  映 臻様 

㈱聖護院八ﾂ橋総本店 専務取締役 鈴鹿可奈子さん 

 

米山奨学生  楊  蕊寧さん 

2016学年度米山奨学生  

宋  佳音さん 

浄土宗大本山百萬遍 知恩寺 執事長 長谷部良祐様 

【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 

１０月１３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１６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月１７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月１８日 

（水） 

「休会」 

会員 尾川 宣之様 

「中国の魅力的なところ」 

「ジェット ストリーム」 

クラブ・フォーラム（創立50周年記念事業実行委員会） 

◆ 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 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

ＲＩ第2650地区ガバナー 田中 誠二様 

早稲田大学 国際教養学部教授 平山  廉様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

平野元子様、樋口文昭様 

米山奨学生 鄭 東嫣さん 

藤田  博様 

JAL787機長 小林  浩様 

お月見例会開催の為、例会変更 

会員 井上 敏男様、石田 公和様、金澤 宗維様 


