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 第１３３０回例会  ２０１７年１１月２日（木）   Vol.２８-１７ 

１．本日例会終了後、１１月理事役員会を開催します。 

２．１１月３日（祝）小畑川グランドにおいて、

 第２５回京都桂川RC会長杯野球大会が開催されま

 す。林会長、王幹事、万殿会員が参加いたします。 

３．１１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。 

４．次週の例会は休会です。 

５．１１月１６日（木）例会会食後に「京都国立

 博物館 開館１２０周年記念 特別展覧会」を鑑賞

 します。 

 

「インターアクト地区大会」 
 

 １０月２１日（土）-２２日（日）、東山中学高等学校及

び宇多野ユースホステルにおいて、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をはじめ１０名の生徒さんと

菱田が出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（報告：菱田インターアクト委員長） 

 

松井 三郎  （ まつい さぶろう）様 
 

昭和41年 京都大学工学部衛生工学科卒 

 テキサス大学オースチン校ＰＨＤ 

昭和50年 金沢大学助教授 

昭和62年 京都大学衛生工学部教授 

平成14年 京都大学大学院地球環境学教授 

平成19年 京都大学名誉教授・松井三郎環境設計代表 

平成20年 福田首相・地球温暖化問題に関する 

  懇談会委員 

 中央大学研究開発機構教授 

受賞歴 日本水環境学会学術賞 

 環境工学研究フォーラム論文賞 

 京都ヒューマン大賞 

 （琵琶湖の水質改善の研究成果と 

水行政への貢献）・・・他 

著書 環境ホルモン最前線・今なぜ地球環境

 なのか・・・他 

 

 

開会点鐘                                      12：30        

  国家「君が代」 

  ロータリーソング「奉仕の理想」 

  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 

 「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 

閉会点鐘           13:30   

プログラム 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

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。 

１１月 ９日（木）京都洛北ＲＣ 

１１月１０日（金）京都東ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

 
「秋の家族会」のご案内 

 

日 時： １１月１９日（日） 

  １０：１０ 近鉄奈良駅噴水前集合 

  京都駅、９：２０近鉄電車改札口前集合 
 

交通手段： 近鉄電車＜特急＞ ￥１，１３０ 

      （乗車券６２０円、特急料金５１０円） 

 京都（９：３０）  → 近鉄奈良（１０：０４） 

 ＊京都駅から乗車の方は、特急券は事前に 

  クラブで用意します。当日、乗車券のみ各自で 

  購入下さい。 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】小計 72,000円 今年度累計 559,000円 
目標額 1,300,000円 達成率43％ 

【 】 小計 3,000円   今年度累計  59,000円 

目標額 400,000円 達成率 15％ 

【 】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   

【 】小計 10,000円 今年度累計 228,000円 
目標額 599,400円 達成率 38％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

会長 法福 修佳様 
ご夫人   裕見子様 

会長ｴﾚｸﾄ 内海 知行様 
幹事 横田  靖様 

姉妹ｸﾗﾌ゙ 委員長 齋藤 康嗣様

・京都桂川ＲＣ表敬訪問 

「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  

次回例会 １１月１６日（木） 
 

「京都国立博物館 開館１２０周年  

   特別展覧会鑑賞 」 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月２６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２２（６名）７８．５７％ 

１０月１２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８１．４８％ 

ご来客 ７名 

 
１１月はロータリー財団月間 

 

林  良訓 

・内海様、横田様、昨日はおそくまで

 ありがとうございました。。 

京都西ＲＣ 

西田 哲郎様 

・本日ビジターとして初めて参加させて 

 頂きます。よろしくお願い致します。 

 

林  良訓 

・法福会長始め札幌真駒内ＲＣの皆様 

 ようこそ。 

 

児嶋 雄二 

・札幌真駒内ロータリークラブの皆様 

 よくいらっしゃいました。。 

 

王   杲 

・札幌真駒内ロータリークラブの皆様を 

 歓迎して。 

安田  勝 ・真駒内ＲＣの皆様を歓迎して。 

BOXへ 鎌野 孝和 

BOXへ 吉田  修 

德田 正彦 ・札幌真駒内ＲＣの皆様ようこそ。 

万殿 慎二 ・ようこそ、札幌真駒内ＲＣの皆様。 

谷口 泰義 ・真駒内ＲＣの皆様ごくろうさんです。 

 

田中  守 

・札幌真駒内ＲＣの皆様ようこそご来訪

 下さいました。 

 

 

稲掛 英男 

・ロックフェラー財団 京都市統括監 藤田

 裕之様をお迎えして、又、札幌真駒内

 ＲＣの皆様ようこそ。 

吉田  修 ・藤田裕之様をお迎えして。 

出射 靖生 ・紀ノ川の洪水御見舞。 

太田 勝彦 ・早退おわび。 

井上 正佳 ・昨夜はお疲れ様でした。 

万殿 慎二 ・林会長たいへんお世話になりました。 

 

吉田  修 

・札幌真駒内ロータリークラブ皆様 

 ようこそお越しくださいました。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、田中  守 

井上 正佳 ・昨夜はお疲れ様でした。 

出射 靖生 ・藤田氏のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男 

林  良訓 ・藤田様のお話楽しみにしております。 

【 】小計 19,000円 今年度累計 313,000円 
目標額 720,000円 達成率 43％ 1人当たり24,000円以上 

田中  守 ・藤田裕之様のスピーチ楽しみです。 

安田  勝 ・藤田様のお話し楽しみです。 

万殿 慎二 ・藤田裕之様のスピーチ楽しみです。 

上原 従正 ・札幌真駒内ＲＣの皆様、いらっしゃいませ。 

末永  寛 ・札幌真駒内ＲＣの皆様ようこそ。 

井上 正佳 ・昨夜はお疲れさまでした。 

吉田  修 ・忙しくなってきました。 

 

内山 正元 

・清宮選手を引きあてるのは、どのプロ

 球団でしょうか。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

 

谷口 泰義 

・藤田さんのスピーチ勉強させて頂き

 ます。 

藤井文治郎 ・札幌真駒内ＲＣの方をお迎へして。 

  行事予定  

◆地区内行事 

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～ 

１１月１２～１４日 青少年受入学生 秋季エクスカーション 

 倉敷・広島 

◆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 

札幌真駒内ＲＣ 



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 

「第２回クラブフォーラム」 
【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 ９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】 

「クラブ・デー」 

ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ 勝尾青龍洞会員、 青竹邦男会員、中村和夫会員 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

Ｍ特許事務所 所長 弁理士 京都モーニングＲＣ会員 三宅 紘子様 

-朱雀塾「朱雀への思い」 

「新幹線車内販売の受託及びHACCPへの取組み」 

「職業奉仕フォーラム」 

＊ビジター受付はありません。 

中村 弘吉様、小坂 文夫様、中西 敏之様 

 

 

 

「新入会員 自己紹介」 

～クラブ・デー～「ドゥネイト部門 第４回クラブフォーラム」 

「未定」 

-会員スピーチ- 「私の職業と職業奉仕」 北尾 隆明会員 

「ロータリーを楽しむ！」 

「文化財修理の現場から ―仏像修理を中心に―」 公益財団法人 美術院 常務理事  

国宝修理所 技師 藤本   靑一様 

「休会」 

「東京オリンピック－KARATE－」 

「ロータリー財団の基礎」 

｢第5回日本医師会赤ひげ大賞を受賞して 地域医療の現場から｣ 

会員 加藤 陽一様、 木下 修治様、岸本 健治様 

職業奉仕委員長 津田 定明様 

(医)大森医院 院長 大森浩二様 

新入会員 坂口 明子様、土井 大信様、堀  恵子様 

R.I.第2650地区ガバナー  田中 誠二様 

 

 

【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 

１１月 ３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 

１１月 ６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月 ７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月 ８日 

（水） 

-会員スピーチ-「人生万事 塞翁が馬」 

京都洛中RC ロータリー財団委員長  森  幸治様 

「ガバナー公式訪問所感」 (京都東RCと合同) 

-祝日休会- 

「クラブ・デー・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 

植松 繁一会員 

会員 桜澤 仁志様 

㈱ジェイアール東海パッセンジャーズ  

代表取締役社長   河原 崎宏之様 

 

「人生色々」 西田 彰邦会員 

佛教大学空手部監督 土屋 丈司様 

演武者 梅影 唯様、小川 彩月様 

 

 

「弁理士のお仕事」 

「私の職業と歓び」 


