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【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１３２９回例会  ２０１７年１０月２６日（木）   Vol.２８-１６ 

１．本日、札幌真駒内ＲＣより、法福会長夫妻、内海 

 会長エレクト、横田幹事、齋藤姉妹クラブ委員長 

 が表敬訪問に来訪されました。 

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した。 

 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した。 

３．１０月２５日（水）１８時から味処「てらさ

 き」において、札幌真駒内ＲＣウェルカムパー

 ティーが行われました。 

４．１１月６～８日、林会長、王幹事、児嶋国際

 奉仕委員長、吉田会員夫妻、井上会員が台湾三重

 中央ＲＣ創立２９周年記念例会に出席します。 

５．１１月９日（木）の例会は休会です。 

 

 藤田 裕之（ふじた ひろゆき）様 
 

昭和30年7月 兵庫県 尼崎市 出身 

京都大学 教育学部 卒業後 

昭和57年4月 京都市 採用（教育委員会 勤務） 

平成17年4月 教育委員会 生涯学習部長 

平成22年4月 右京区長 

平成25年4月 副市長（教育、子育て支援、福祉・

   医療、スポーツ、地域コミュニティ、

   防災、国際交流等を担当） 

平成29年4月 任期満了に伴い副市長退任後 

   世界100レジリエント・シティ京都市 

   統括監 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

  今日の歌「虫の声」 

  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 

 「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 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

 

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 

◇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～ 

人気サックス奏者 Chaazy Greenのジャス演奏 
 

  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。 

（１０/３１〆切） 

◇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 

１１月１６日（木）京都ｲﾌﾞﾆﾝグＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

１０月２７日（金）京都紫竹ＲＣ 

１０月３０日（月）京都紫野ＲＣ 

１０月３１日（火）京都洛南ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

今日の歌   「虫の声」 
 

 あれ松虫が   鳴いている 

チンチロチンチロ チンチロリン 

あれ鈴虫も   鳴きだした 

リンリンリンリン リーンリン 

秋の夜長を   鳴き通す 

ああおもしろい   虫のこえ 

青少年交換学生サラさんの留学の様子がデンマーク 

地元新聞に掲載されました。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

森  正廣 ・台風２１号はいかに。 

【 】小計 12,000円 今年度累計 294,000円 
目標額 720,000円 達成率 41％ 

  行事予定  

1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】小計 19,000円 今年度累計 487,000円 
目標額 1,300,000円 達成率37％ 

【 】 小計 1,000円   今年度累計  56,000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 １１月２日（木） 
 

「アフリカの農村開発支援」  

 環境工学者 京都大学名誉教授 

     松井 三郎様  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月１９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２２（５名）８１．４８％ 

１０月５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 １００％ 

ご来客 ２名 

【 】小計 10,000円 今年度累計 218,000円 
目標額 599,400円 達成率 36％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 
「中島会員歓迎会」 

 

日 時： １０月１４日（土） １８：００より 
場 所： 桃園亭 
参加者： １８名 

報 告： 午後6時から開催された歓迎会はたくさんの

 お料理とお酒で秋の夜長和気あいあいと始まりま

 した。中島会員は各テーブルを回り会員との親交

 を深めておられ、良き人に入会していただいたと

 実感いたしました。 

 最後に中島会員より私たちにとって嬉しいお言

 葉をいただき、皆一同感激。あとは本人に聞いて

 ください。酔って忘れているかもわかりませんが！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（報告：上山親睦委員長） 

１０月は 経済と地域社会の発展月間 
米 山 月 間 

林  良訓 ・髙橋増強委員長の力強いおことばに感謝。 

児嶋 雄二 ・髙橋君のスピーチ楽しみ・・・。 

林  良訓 ・さらさんようこそ。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、吉田  修 

稲掛 英男、井上 正佳 

 

髙橋 英明 

・本日スピーチをさせて頂きます 

 よろしくお願いします。 

上原 従正 ・サラさん元気ですか？ 

◆地区内行事 

１０月２８日（土） 2017-18年度青少年交換派遣学生 

 第3回研修会 ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所会議室 

１１月１１日（土） 2017-18年度 トロント国際大会説明会 

 京都ﾘｻｰﾁﾊﾟー ｸ 14：00～ 

◆クラブ内行事   

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～ 

１１月６～８日 台湾訪問 台湾三重中央ＲＣ創立２９周年 

１１月 ９日（木） 休会 

１１月１６日（木） 京都国立博物館 開館１２０周年記念 

 「特別展覧会」鑑賞 

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 

１２月１６日（土） 「クリスマス家族例会」 18：00～  

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

 

林  良訓 

・札幌真駒内ＲＣとの合同例会、多数の

 御参加お願いします。 

万殿 慎二 ・髙橋会員のスピーチ楽しみです。 

谷口 泰義 ・毎日が雨でかないません。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、稲掛 英男 

井上 正佳 

 

吉田  修 

・１０月２２日は、天気予報は雨かもしれ

 ませんが、皆様投票に行きましょう。 

德田 正彦 ・中島様の歓迎会に王様お世話様でした。 

 

王   杲 

・中島さんの歓迎会に大変お世話になり

 した。 

 

万殿 慎二 

・中島会員歓迎会楽しみました。中島会員

 これらかもよろしくお願いいたします。 

 

森  正廣 

・秩父、小鹿野町、コンビニなし、商店 

 街の残る町、秩父の山々がきれい。 

中川 俊夫 ・早退おわび。 

太田 勝彦 ・がんばってます！ 

 

吉田  修 

・２週続けて休みました。また、よろしく

 お願いします。 

BOXへ 井上 正佳、末永  寛、田中  守 

鎌野 孝和、稲掛 英男 

 

髙橋 英明 

・児嶋さん、先日はありがとうございま

 した。 

BOXへ 吉田  修 



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 

「未定」 
【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～ 

１１月２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】 

「未定」 

＊ビジター受付はありません。 

「予防のすすめ」 

「文化発信/保全・観光・町家旅館事業(仮)」  

「400年の縁～沖縄・京都・檀王法林寺」 

「RLIについて」 

京都大学 経営管理大学院  

准教授 山田 忠史様 

「休会」 

「近くて遠き 京都・大阪」 

「財団月間」 

会員  加藤 大貴様 

末松 哲夫様、井上 武雄様、岸  弘祐様、澤田 敦子様 

RLI委員会 委員 草津RC会員  横江 孚彦様 

 

京都府医師会会長、京都モーニングR.C.会員 松井 道宣様 

次回の例会は１１月６日(月）の開催 

-新入会員スピーチ-「私の履歴書」 

「RLIについて」 

「立ち仕事・デスクワークの方は要注意」 

～下肢静脈瘤という病気について～ 

「休会」 

-新会員スピーチ-「データから考えるライフプラン」 加藤  佳弥様 

「ロータリー財団について」 

第1900回記念例会のため、例会時間臨時変更 

「創業300年 お菓子に込めた思い」 

庭園観察～観えない思いを察して～｣ 

地区RLI委員会  草津RC 委員 横江 孚彦様 

ロータリー財団委員長 中野 種樹様 

植治次期十二代 御庭植治㈱  

代表取締役 小川 勝章様 

 

北野天満宮宮司・京都北RC会員 橘 重十九様 

アールスクウェア㈱ 専務取締役 赤澤林太郎様 

檀王法林寺 住職・社会福祉法人 

 だん王子供の家 理事長信ヶ原 雅文 師 

【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２７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３０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月３１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月１日 

（水） 

「ALL KYOTOで育む シームレスな人材育成」 

京菓匠 笹屋伊織 取締役  

十代目女将 田丸みゆき様 

「菅原大神から天神さまへ」 

「親睦旅行の為。例会変更」 

「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 

 NPO法人グローカル人材開発センター 

 専務理事付渉外 行元 沙弥様 

＊ビジター受付はありません。 

㈱ジオード 代表取締役   門上 武司様 

千代 良子様 

医）山本心臓血管クリニック 院長 山本 龍治様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

「人が導く『まちの交通改善』～通りの復権をめざして～」 

「私の国インドの紹介」                     米山奨学生  カマクシ スレッシュ様 

新入会員スピーチ 「八ッ橋と私」                            津田 陽輔会員 


