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青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から９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。   

★健康状態は：問題ありません。いつも通り元気です。 
 

★スピーチはしましたか： 今月はありませんでした。 
 

★毎日の活動は（学校 等で）： クラスを変更してもらって、 
 体育が多い理数系のクラスになりました。 
 今は数学や物理、化学などの教科の内容はオランダ語が
 わからないので内容は理解できませんが、体育の授業で
 はコミュニケーションがとりやすいのでとても楽しいです。 
 

★観光や訪問に行きましたか：  9月の上旬に学校の修学旅
 行でチェコに行きました。クラスメイト約40人と行きました。 
 山の中でサイクリングしたり、ロッククライミングをしたり、
 プラハで観光したりとても充実した5日間でした。 
  昨日までの一週間はDOCに参加していてSchiedamに
 行っていました。オランダ語の勉強をさせてもらいました。
 そこで友達もできましたし、オランダ語もほんの少しです
 がわかるようになったので行ってよかったです。 
 

★スポーツなど活動に参加しましたか：  今月は出かけること
 が多かったのでほとんど参加できませんでしたが、二回
 ほどホッケーに参加しました。 
 

★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか： 9月12日と
 19日に例会に参加して12日に自転車をいただきました。
 その自転車は日本のと違ってブレーキの仕組みが違って
 なかなか難しいです。 
 

★現地の言葉で会話していますか ： あいさつ程度ですが
 友達や先生、ホストファミリーと会話しています。 
 これからは少しずつでもしゃべれるようになりたいので
 授業で拾える単語を少しでも増やしていたいと思います。 
 

★ 現 在 の 全 体 的 な 状 況 は ：   少 し ず つ 生 活 に も 慣 れ
 てきて気が緩んでいる時も増えてきました。少しは気を
 引き締めようと思います。また、友達も先月よりだいぶ増え
 たので日に日に充実しているなと感じています。 
 ロータリーの方々にも優しくしてもらってサッカーの試合に
 連れて行ってくれたり、DOCから帰って来た時に迎えに
 来てくれたりととても多くのことでお世話になっています。 
 

★なにか希望・要望はありますか：  特にありません。 

１．１０月１４日（土）桃園亭において、中島会員

 の歓迎会を行いました。 

２．１０月２１日（土）～２２日（日）2017-18年度

 インターアクト地区大会が開催されます。 

 洛西高校から山口先生と１０名の生徒、菱田 

 インターアクト委員長が参加されます。 

３．１１月１６日（木）の例会は、会食後に京都

 国立博物館に行き、開館１２０周年記念「特別

 展覧会」鑑賞をいたします。 

 多数のご参加よろしくお願いいたします。 

 

 

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 

  寄付金報告 

スピーチ    13：00 

 クラブ・デー 

 「第４回クラブ討論会」 

        会員増強委員長 髙橋 英明会員 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

 
「秋の家族会」のご案内 

 

日 時： １１月１９日（日） 

  １０：００ 近鉄奈良駅集合 
 

場 所： 依水園・吉城園（日本庭園） 

  興福寺（阿修羅像） 

  春日大社 

  「四季亭」  TEL : 0742-22-5531   
 

会 費： 大人・ご家族  お一人   ５，０００円場 

 

「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 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１０月２６日（木）京都南ＲＣ、京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

  

 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） 

 

会員夫人誕生日お祝い 

   ３０日 太田勝彦会員夫人 昌代様 

結婚記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 １７日  髙橋英明会員 

 １８日 吉田 修会員 ２６日  上山泰弘会員 

創業記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 (医)上原医院 

    １０月おめでとうございます 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

谷口 泰義 ・八田先生、勉強させていただきます。 

【 】小計 9,000円 今年度累計 282,000円 
目標額 720,000円 達成率 39％ 

  行事予定  

1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】小計 16,000円 今年度累計 468,000円 
目標額 1,300,000円 達成率36％ 

【 】小計    0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２６日（木） 
 

「都市のレジリエンスを考える」  

ロックフェラー財団 世界100レジリエント・シティ  

京都市統括監            藤田 裕之様  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月１２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２８日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２９％ 

ご来客 ３名 

【 】小計 10,000円 今年度累計 208,000円 
目標額 599,400円 達成率 35％  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 

林  良訓 ・八田様のお話楽しみにしています。 

 

千田  適 

・八田先生 

 本日はスピーチ有難うございます。 

京都洛中ＲＣ 

宅間 英郎様 

・八田総長のお話を拝聴しに来ました。 

末永  寛 ・八田さんのお話しを楽しみに。 

BOXへ 千田  適、田中  守、稲掛 英男 

稲掛 英男 ・八田英二様のスピーチ楽しみに。 

田中  守、万殿 慎二 

・八田様のスピーチ楽しみです。 

 

森  正廣 

・鹿角花輪の小さな旅館、田舎の宿は

 いいですね。 

 

菱田 匡樹 

・八田英二様おこしいただきありがとう

 ございます。 

 

内山 正元 

・民意が反映される選挙結果になること

 を期待して。 

 

上原 従正 

・１０月１０日、開院４０周年を迎えま

 した。 

森  正廣 ・早朝の秋田マラソン、快適です。 

中川 俊夫 ・八田総長のお話しを楽しみに。 

山本 拓生 ・八田様のスピーチ楽しみに。 

安田  勝 ・八田先生をお迎えして。 

 

林  良訓 

・２４ＲＣのゴルフ参加の皆様 

 御苦労様でした。 

中川 俊夫 ・カゼをひきました。 

BOXへ 田中  守 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん楽しみました。 

 

札幌真駒内ＲＣとの 

「姉妹クラブ締結および祝賀会」のご案内 

 

日程  ２月１０日（土）～１２日（祝） 

 

内容  １０日（土）  移動 

 

 １１日（日） ９：００～１５：００  

   雪まつり観光＆昼食 

  １８：００～２０：３０ 

   姉妹クラブ締結・祝賀会 

   ホテルライフォート札幌 

  二次会 「紅すずめ」 

  札幌真駒内ＲＣメンバーのお店 

     カラオケ ＊希望者のみ 

 

 １２日（月） 観光＆ショッピング 

 

宿泊 ジャスマックプラザホテル 
  札幌市中央区南７条３丁目 011-551-3333 

 

交通手段   

往路    ＡＮＡ775便 

  伊丹空港 →→→ 新千歳空港 →→ 札幌駅 

   １２：１０    １３：５５ 

復路    ＡＮＡ780便 

  札幌駅 →→→ 新千歳空港 →→ 伊丹空港 

              １７：５０       １９：５５ 

 

費用 

 交通関係   ６４，１４０円 

 ホテル  ４２，６００円（１名１室利用） 

 祝賀会会費 １０，０００円（お一人） 

 その他諸費用 
  



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 

「秋の夜長を楽しむ会」（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～ 

１０月２６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】 

＜奉仕活動の為、例会変更＞ 

京都情報大学院大学 修士２年 陳  映臻様 

「休会」 

～故森 清史会員追悼例会～ 

「ＲＬＩに因んで」 

「米山奨学生卓話」 

「企業の社会的責任 －中小企業と地域貢献－」 

会員 江谷  寛様 

-米山奨学生スピーチ-「私の留学生活」 

台北南RC歓迎夜間例会のため例会変更 

「休会」 

会員 山本  博様 

クラブ戦略策定委員会 委員長 

担当 木村 安輝様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

「ワイン あれこれ」 

～クラブ・デー～ 「奉仕プロジェクト部門 第３回クラブフォーラム」 

「夜間例会」 

「声・心・体を育てる門前式発声法」 

「アートの可能性～１４年間のＮＹ生活から学んだ事」 

「緊迫する国際情勢下で 私たちはどのような国際貢献ができるか 」 
元外務省主任分析官  

作家 佐藤  優様 

「感染とは？」 

「インターアクト夏期研修報告」 

「男のきもの」 

-米山月間スピーチ-｢Exophony母語の外へ出る旅｣ 

米山奨学生 章 ルミン様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

米山奨学生 金  昇渊様 

 

 

 

ＲＩ第２６５０地区ＲＬＩ委員 京都洛南ＲＣ会員 桜澤 仁志様 

【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２０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２３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月２４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月２５日 

（水） 

国際奉仕フォーラム 
髙田勝㈱ 社長 髙田 啓史様 

「スーパーサーズデー」 

「日々是 おおきに 」 

クラブフォーラム（クラブ戦略策定） 

◆ 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 

 

ピアニスト、音楽博士  

佐藤 恵美子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

一社）丹田発生協会 理事長 門前 啓子様 

聖ヴィアトール学園洛星高等学校ＩＡＣ 小西 惇仁様 

＊ビジター受付はありません。 

ジャズシンガー MAKOTO さん 

～会員スピーチ～「天下人の城跡」 

京都精華大学 人文学部  

教授  服部 静枝様 


