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第１３３２回例会

２０１７年１１月３０日（木）

Vol.２８-１９

プログラム
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
寄付金報告
13：00

クラブ・デー 第５回クラブ討論会
「ロータリー財団と補助金について」
RI第2650地区財団補助金委員長
奈良大宮RC会員
宮西 正伸様
閉会点鐘

13:30

１．１１月１９日（日）「秋の家族会」が開催されま
した。会員、ご夫人２１名が参加いたしました。
２．１１月２１日（火）京都洛東迎賓館において
第２回京都市内２４ＲＣ連絡協議会 会長・幹事
会が開催されました。林会長と王幹事が出席致し
ました。
３．１１月２５日（土）びわ湖大津プリンスホテル
において、「指導者育成セミナー」および「第
2650地区決議会」が行われました。内田会長エレ
クトが出席しました。
４．１１月２６日（日）第２５回京都桂川ＲＣ会長杯
野球大会の決勝戦が行われました。山本会員が
参加されました。
５．１２月３日（日）青少年交換学友会主催の「ク
リスマスパーテー」が開催されます。サラさんが
参加されます。
６．１２月６日（水）ホテルグランヴィア京都に
おいて、第２回京都市内２４ＲＣ連絡協議会合同
幹事会が開催されます。王、森、万殿の各会員が
出席します。
７．次週は年次総会です。例会終了後、１２月度
理事役員会が開催されます。
８．１２月１６日（土）京都ホテルオークラにおいて
「クリスマス家族例会」を開催します。

宮西 正伸（みやにし
2005年
2013-14年度
2016年12月-18年度
2016-17年度
職業 自動車販売業

まさのぶ）様

奈良大宮ロータリークラブ入会
地区 会員増強委員会委員長
地区 財団補助金委員長
奈良大宮ロータリークラブ幹事

１６日

松尾義平会員

会員夫人誕生日お祝い
１１日 田中 守会員夫人 喜美子様
２２日 内山正元会員夫人 容子様
２８日 中川俊夫会員夫人 美智子様
結婚記念日お祝い
１日 出射靖生会員
６日 鎌野孝和会員

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告
スピーチ

会員誕生日お祝い
１日 髙橋英明会員
２２日 千田 適会員

３日
１６日

山本拓生会員
森 正廣会員

創業記念日お祝い
５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院
１１月おめでとうございます

◇「My Rotaryセミナー」のご案内
2012-13年度に運用が開始された「My Rotary」は
どんどん進化し、ロータリー活動にとつて、有用か
つ必要不可欠なものになっています。このセミナー
を通じて、「My Rotary」に登録し、その有用性を
実感して頂きます。
日時：２月３日（土）受付 １２：３０～
セミナー１３：３０～１６：００
場所：学校法人大和学園 ｷｬﾘｴｰﾙﾎﾃﾙ旅行専門学校
対象：地区内全会員
参加希望の方は事務局まで。（12/22〆切）
◇京都洛東RC創立３０周年記念式典並びに祝宴のご案内
日時：２月１７日（土） 受付 １５：００
記念式典 １６：００
記念祝宴 １８：１５
場所：ウェスティン都ホテル
登録料：お一人 １５，０００円
参加希望の方は事務局まで。（1/15〆切）
◇例会休会および臨時変更のお知らせ
１２月 ８日（金）京都伏見ＲＣ
１２月１３日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ
１２月１４日（木）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ
１２月１５日（金）京都乙訓ＲＣ
１２月１９日（火）京都東山ＲＣ
１２月２１日（木）京都南ＲＣ、京都洛東ＲＣ
京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ
１２月２５日（月）京都中ＲＣ
以上、ビジター受付は平常通り行われます。
１２月１３日（水）京都朱雀ＲＣ
１２月１４日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ
１２月１８日（月）京都紫野ＲＣ
１２月２０日（水）京都嵯峨野ＲＣ
１２月２１日（木）京都さくらＲＣ
以上、ビジター受付はありません。

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
青少年交換派遣学生 山本龍一郎君から１０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。
★健康健康状態は：問題ありません。精神的にしんどかった
こともありましたが、いまは吹っ切れたと思うので大丈夫で
す。

「京都国立博物館 開館１２０周年
特別展覧会鑑賞 」

「桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会」
11月3日、京都桂川ロータリークラブ会長杯野球
大会に参加しました。
好天に恵まれた球場に少年達の元気な声が響
きわたり、早朝にもかかわらず大会関係者父兄
が多数集まって下さいました。我クラブからは林
会長、王幹事、万殿副幹事が参加致しました。
自然の美味しい空気と太陽の恵を一杯受け活
動する子供達の姿を見て、長年この野球大会に
協賛する我クラブの活動は正しく、ロータリーの
重要な奉仕活動である事を実感した一日でし
た。
いつまでもこの活動が続けられるように願って
おります。
幹事 王 杲

★スピーチはしましたか： 今月はありませんでした。
予定では1月にあるみたいです。
★毎日の活動は： 今月はテスト週間がありました。
自分はテストを受けなくて良かったので暇な時間が
多かったです。あとは秋休みで学校が一週間なかったり
もしたので学校にいる時間は少なかったです。
★観光や訪問に行きましたか：
美術館や博物館などに
ロータリーの人たちに連れて行ってもらいました。
また、カウンセラーさんとDen Haag にある日本庭園にも
連れて行ってもらいました。
あと、Walibiという遊園地にホストブラザーとその友達とい
きまし た。そ こで友達
も増えたので行ってよ
かったなと思います。

★スポーツなど活動に参加しましたか： いつも通りホッケー
に週2日（ない時もありますが）参加しました。
また、ロータリアンの人と一緒にゴルフをしました。
思っていたより難しくて苦労しましたがすごく面白かった
です。
★ロータリーの例会・行事 等に参加しましたか： 基本的に
毎週火曜日にあります。今月もいつも通りおいしいご飯を
いただきました。
★現地の言葉で会話していますか ： 翻訳機を使って可能な
限りオランダ語でつたえようとしていますが、なかなか難し
いですね。発音はもちろんのこと、文法、単語も全然わか
りません。これはだいぶ苦労しそうです。
★現在の全体的な状況は： 10月に入り、ホストファミリーから
勉強しろと言われ続けていました。これって語学留学なの
かと思ってしまうほどに言われてて、自分では日本にいる
頃より真面目に勉強しているつもりなのですが、なにせ
初めて聞く言語で、日本語での解説はないのでなかなか
上達しません。でもホストマザーは結果を求めてるらしく、
上達しないのは勉強時間が足りないからだといわれ、1日
5時間オランダ語を勉強しろと言われました。こちらから
何を言っても聞く耳を持っていないのでカウンセラーに
相談してなんとか解決したのですが、人伝だったので
僕は後ろめたさみたいなものがありそれは向こうも同じ
みたいで少しぎくしゃくしています。
★なにか希望・要望はありますか： 特にありません。

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
・台湾訪問の皆様、御苦労様でした。
林
良訓
・台湾三重出席の皆様ご苦労さんでした。 谷口 泰義
・紅葉のシーズンです。
内山 正元

「クリスマス家族例会」のご案内
日 時： １２月１６日（土）

・１１/１９家族会欠席します。
・ほろにが会楽しみました。

１７：３０受付 １８：００～
場 所： 京都ホテルオークラ
会 費： 会員

BOXへ

井上

正佳、德田

吉田
修
万殿 慎二
正彦、鎌野 孝和

１０，０００円

ご家族

【

８，０００円所

】 小計 3,000円 今年度累計 65,000円
目標額 400,000円 達成率 16％

・インターアクト小委員会のため。

【ニコニコ箱】小計 32,000円 今年度累計 618,000円

BOXへ

目標額 1,300,000円 達成率48％

・訪台の皆様お疲れさまでした。
・台湾、お疲れさまでした。
・リフトに乗って津和野城跡へ、
これも天空の城360mの山の上。

安田
勝
井上 正佳

・今回はＪＲで来ました。
・秋の取入がすみました。本年は気候不順
で雨が多く、収穫が少なかったです。

中川 俊夫

・先日、剣道の昇段審査で５段に合格し
ました。
・昨日、国立博物館にいってきました。
・台湾に行ってきました。
・おかげ様で京都成章高校、花園行きが
決まりました。
・１１月５日医療法人会回生会は創立63周
年を迎えました。創記念日自祝。
・千田プログラム委員長、ごめんなさい。
BOXへ

【

千田

森

正廣

【

鎌野

末永
児嶋

寛
雄二

吉田

修

山本

拓生

・ＷＨＯによりますと昨年度のポリオ
感染者は３７名との事、ポリオ撲滅まで
あと一歩です。

◆地区内行事
１２月 ２日（土）
１２月 ３日（日）
１２月 ６日（水）

出射 靖生
林
良訓

１２月 ９日（土）

英男

目標額 599,400円 達成率 43％

林

良訓

・国宝展楽しみです。
・国宝展、楽しみです。

安田
勝
内山 正元

・本日、博物館見学欠席します。

吉田

修

・ロータリー財団月間に寄せて。
・寒くなってきました。
皆さんカゼをひかないように。

上原

従正

中川 俊夫

・内田さん
先日はありがとうございました。

万殿

慎二

・寒いです。お体大切に！
井上 正佳
・三原白龍湖マラソン、景色より天気よし。 森
正廣

【

山本

拓生

出射 靖生、鎌野

孝和

】小計 14,000円 今年度累計 337,000円
1人当たり24,000円以上

目標額 60,000円 達成率 97％

出射 靖生

行事予定

・台湾に行ってきました。

BOXへ

修

】小計 1,000円 今年度累計 58,000円
1人当たり2,000円以上

】小計 17,000円 今年度累計 256,000円

・サラちゃん、エクスカーションで広島
旅行に行ってきました。とても楽しかっ
たそうです。

孝和、吉田

德田 正彦

適、鎌野 孝和、稲掛

1人当たり180ﾄﾞﾙ以上

菱田 匡樹

目標額 720,000円 達成率 47％

彦根総合高等学校インターアクトクラブ
創立総会
青少年交換学友会主催「クリスマスパー
ティー」 Ｈａｌｅ Ｒｅｓｏｒｔ河原町店
京都市内２４ＲＣ連絡協議会
第２回合同幹事会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都
17：30受付 18：00～
青少年交換学生 2600地区・2620地区
エクスカーション来京に際し他地区交換
学生との交流会
金閣寺、竜安寺、嵐山観光

◆クラブ内行事
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
１２月２８日（木） 休会
１月 ４日（木） 休会
１月１１日（木） 理事役員会
２月１０日-１２日札幌真駒内ＲＣとの合同例会 於：北海道

１１月はロータリー財団月間

次回例会

１２月７日（木）
「年次総会」

◇出席率報告◇
出席率報告『１１月１６日』 （）内は出席免除会員
会員数 ３１名（９名） 出席者 ２５（６名）８９．２９％
１０月２６日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ７８．５７％
ご来客 ０名

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆
１２月１日 京都東

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 「ある小留学生からみた日本」

米山奨学生

京都伏見 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 「京都の経済」(仮)

（金）

京都洛西

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

京都乙訓 【京都ｴﾐﾅｰｽ】
１２月４日 京都西

璽さん

日本銀行京都支店長 植木 修康様
サキソフォン奏者 一法 真澄様

「サキソフォンと共に」

京都紫竹 【ブライトンＨ】

張

「120年ぶりの民法大改正について」

会員 弁護士 若宮 隆幸様

「クラブフォーラム」～ロータリーの森について～ ロータリーの森委員会 委員長 木村 俊六様
新入会員スピーチ「ひらけごま」 会員 深堀 勝謙様 「画室に鎮む」 会員 戸倉 英雄様

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】

京都紫野 【ブライトンＨ】 「会員スピーチ」

（月）

京都中

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「マルチカルチャーなカナダ・トロントでの学び」

グローバル補助金奨学生 池田 恵莉さん

18：30～ 京都平安 【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 -年次総会１２月５日 京都東山 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 クラブ・デー・年次総会 会員スピーチ
京都西南 【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】

（火）

戸田 義高様、青山 真由美様

会員スピーチ「北辰の寅 渡辺貞一生誕１００年記念展を無事終えて」

中井 昌美会員

京都洛中 【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「未定」
京都洛南 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「茶所 宇治の歴史 」
１２月６日 京都
京都西北

（水）

【京都Ｈｵｰｸﾗ】

会員

-新会員スピーチ-「偶然に驚き、感謝」

【翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ
ｺﾚｸｼｮﾝＨ京都

押川 正大様

～クラブ・デー～「年次総会」

＊ビジター受付はありません。

京都北東 【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 「悲嘆と向き合う～父子の物語～」
京都嵯峨野

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

NPO法人 京都いえのこと勉強会理事長 木本

京都北

（木）

北沢流能面師 ウチ方三代 北川 美白様
ライカカメラジャパン㈱
代表取締役社長 福家一哲様

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「ライカカメラ１００年の歩みと京都における展開」

【ブライトンＨ】 -故 黒田玄督会員追悼例会-｢故 黒田玄督会員を偲んで｣ 町田 宗隆会員、皐月 邦右会員

京都洛北 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

「保津川筏復活ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ～京の都を支えた川の文化を伝えるために～」

京都洛東 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

「山科家の歴史と装束の話」

8：00～

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

「未定」

18：00～

京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】

「リース業あれこれ」

18：30～ 京都さくら

努様

「年次総会」

Ｈ京都】

京都朱雀 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「美白の美学」
１２月７日 京都南

白波瀬宗幸様

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

山科 言親様
ＳＴＡＹ ＫＹＯＴＯ 代表取締役 渡部 太一様
京銀リース・キャピタル㈱代表取締役社長 奥野

2017～2018年度 役員・理事・委員会構成
副会長（会員増強委員長兼任）
会長ｴﾚｸﾄ
直前会長
幹 事
会 計
S.A.A.
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
ソング委員長

出席委員長
友好ｸﾗﾌﾞ委員長

良訓

奉仕プロジェクト委員長

(理事)

鎌野 孝和

髙橋 英明

職業奉仕委員長

(理事)
(理事)

青少年奉仕委員長

(理事)

国際奉仕委員長

(理事)

瀬田 保二
末永 寛
山本 拓生
児嶋 雄二

公共ｲﾒｰｼﾞ委員長

(理事)

(役員)

内田 勝彦
中川 俊夫
王
杲
田中
守
太田 勝彦

社会奉仕委員長

ﾛｰﾀﾘｰ 財団･米山委員

(理事)

(理事)

内山 正元

(理事)

上山 泰弘
千田
適
稲掛 英男
吉田 修

副幹事
副幹事
副会計
副S.A.A.

万殿
森
上原
児嶋

藤井文治郎
上原 従正

副S.A.A.（記録）

菱田 匡樹

(役員)

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任）

(役員)

） (役員)
(役員)
(役員)
(役員)

林

浩様

米山奨学生 龔 星伃 （ｺﾝ, ｼﾝﾃﾞｨ）様

「私の国 マレーシア」

Ｈ京都】

大阪商業大学総合経営学部
公共経営学科准教授 原田禎男様

戦 略 計 画 委 員 長

吉田 修
出射 靖生
内田 勝彦
慎二
正廣
従正
雄二

