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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 

 

『 広沢池と雪の遍照寺山 』 



 第１３３３回例会  ２０１７年１２月７日（木）   Vol.２８-２０ 

１．１２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、サラさんが

 参加されました。 

２．１２月６日（水）第２回京都市内２４ＲＣ連絡

 協議会合同幹事会が開催され、王、森、万殿の 

 各会員が出席いたしました。 

３．本日は年次総会です。例会終了後、理事役員会

 を開催いたします。 

４．１２月１４日（木）の例会は休会となります。 

５．１２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。 

◇「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） 

 

 

 

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 

 「年次総会」 
 

閉会点鐘   13：30   

プログラム 

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 

 
 

「台湾三重中央扶輪社創立２９周年記念例会」 

 

 １１月６日～８日迄、台湾三重中央ロータリー 

クラブ創立２９周年記念例会に林会長、王幹事

吉田ご夫妻、井上会員、児嶋の６名が参加いた

しました。 

いつものように大歓迎で感激いたしました。 

ウェルカムパーティーでは吉田ご夫妻とプラン 

ご夫妻の合同演奏会がありました。素晴らしかっ

たです。   

 また、市内観光も心のこもったおもてなしで 

来年３月の当クラブの記念例会も喜んでいただ

ける様計画していきたく思います。 

報告：児嶋国際奉仕委員長 

 

 

「クリスマス家族例会」のご案内 
 

日 時： １２月１６日（土） 

  １７：３０受付 １８：００～ 
   

場 所： 京都ホテルオークラ 
 

会 費： 会員  １０，０００円 

  ご家族   ８，０００円所 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ニコニコ箱】小計 20,000円 今年度累計 638,000円 
目標額 1,300,000円 達成率49％ 

【 】小計 19,000円 今年度累計 275,000円 
目標額 599,400円 達成率 46％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

次回例会 １２月１６日（土） 
 

「クリスマス家族例会」 

           於：京都ホテルオークラ 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月３０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（９名） 出席者 ２０名（５名）７４．０７％ 

１１月２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ７７．７８％ 

ご来客 ３名 

 
１２月は疫病予防と治療月間 

安田  勝 ・宮西様、本日はお世話になります。 

ＲＩ第2650地区 

補助金委員長 

宮西 正伸様 

・本日は京都桂川ロータリークラブの

 皆様、よろしくお願い致します。 

 

出射 靖生 

・地区財団補助金委員長 宮西正信様を

 おむかえして。 

BOXへ 太田 勝彦 

 

稲掛 英男 

・奈良大宮ＲＣ会員、宮西正信様をお迎え

 して。 

末永  寛 ・宮西さんのお話しを楽しみに。 

児嶋 雄二 ・宮西様のスピーチ楽しみに！ 

 

田中  守 

・上山さん、家族会お世話になりました。

 楽しい一日ありがとうございました。 

中島 一行 ・最近の相撲界がよくわかりませんね。 

内山 正元 ・日馬富士、引退。暴力は許されません。 

髙橋 英明 ・財団委員長 宮西様をお迎えして。 

上原 従正 ・ロータリー財団の活動に寄せて。 

BOXへ 出射 靖生、田中 守、稲掛 英男 

万殿 慎二 ・宮西様のお話し楽しみです。 

吉田  修 ・先日の国宝展いかがでしたか？ 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、出射 靖生 

 

吉田  修 

・それにしても日馬富士の引退、あれで

 よかったの？ 

【 】小計 8,000円 今年度累計 345,000円 
目標額 720,000円 達成率 48％ 1人当たり24,000円以上 

吉田  修 ・いよいよ師走、雑用多忙！！ 

森  正廣 ・財団月間に際して。 

内山 正元 ・今年の紅葉は、きれいでした(^.^) 

谷口 泰義 ・奈良の秋の家族会ごくろうさんでした。 

中島 一行 ・すみません、ご無沙汰しております。 

安田  勝 ・行く秋を惜しんで。 

【 】 小計 2,000円   今年度累計  67,000円 

目標額 400,000円 達成率 17％ 

【 】小計  1,000円  今年度累計  59,000円 
目標額 60,000円 達成率 98％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 吉田  修 

  行事予定  

◆クラブ内行事   

１２月１４日（木）休会 ＊１６日に変更 

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 

中島 一行 ・何とか生きております。 

髙橋 英明 ・今年もあと１ヶ月となりました。 

BOXへ 太田 勝彦 

 
「秋の家族会」 

 

１１月１９日（日）、秋の家族会を行いました。近鉄京都駅９時２０分集合し、 

奈良にむけて出発、奈良駅からタクシーで春日大社に向かいました。 

春日大社では、万殿会員の手配により特別な案内をしていただき、御本殿 

の前での丁寧な説明と参拝をさせていただきました。 

鹿を見ながら坂道を下り、

依水園へと入り、ちょうど 

見ごろの紅葉を堪能した 

ところで、四季亭へと向い

秋の懐石料理をいただき

ました。帰り道、興福寺の阿修羅像も最終日でしたが

ゆっくりと鑑賞でき、色々な秋を満喫できた一日でした。 

奈良ロータリークラブの方にもお力添えいただきました。

感謝。               報告：上山親睦委員長 



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 

「尺八の楽しみ」 
【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～ 

１２月１４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】 

「嵯峨野奨励金表彰式」 

＊ビジター受付はありません。 

「死ぬことは恐ろしいことでしょうか？」 

「年末家族会」 

「都市のレジリエンス構築に向けて」 

「クラブ協議会」～上半期活動報告・下半期活動計画～ 

女子プロテニスプレーヤー 加藤 未唯さん 

「夜間例会・年末会員家族懇親会」→16日（土） 

「宝塚歌劇団の現状とこれから」 

「ＲＬＩについて」 

＊ビジター受付はありません。 

担当 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 木村 安輝様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

会員 中島 道郎様 

次回の例会は１１月２５日（月）の開催予定になります。 

「忘年家族会」開催の為、例会日時・場所臨時変更 

「年忘れ親睦家族例会」⇒16日(土)

「年末家族例会の為、例会日時臨時変更」 

「自動車の高齢者講習と運転の自動化」 

「京都の未来と京都大学経営管理大学院の挑戦」 京都大学経営管理大学院  

院長 若林  靖永様 

「例会変更」→11日（月） 

新入会員スピーチ」 

「企業倒産のトレンドと取引先全体像の把握」 

「年忘れ家族会の為、例会時間変更～ 18：00より」 

RI第２６５０地区国際奉仕委員長 奈良東RC会員 浦島  睦様 

ＲＩ第2650地区ＲＬＩ委員会 委員（草津ＲＣ） 横江 孚彦様 

＊ビジター受付はありません。 

 

山科 言親様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

世界100レジリエント・シティ京都市統括監 藤田 裕之様 

【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 

１２月８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 

１２月１１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月１２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月１３日 

（水） 

「クラブデー」 

リスクモンスター㈱ 大阪支社大阪営業課 

主任 財津 隆宗様 

「スーパーサーズデー」 

 「第3回クラブ協議会」 

クラブフォーラム（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

◆ 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 

 

会員 渡邊 健吾様 

阪急電鉄㈱ 取締役 宝塚歌劇団 理事長 小川 友次様 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

岩井 潤会員、小林 田巳生会員、山口 博也会員 

都山流尺八大師範  京都桂川ＲＣ会員 吉田  修様 

会員 弁護士 若宮 隆幸様 

「グランドスラム 私の挑戦」 

「委員会活動報告・計画」 

各委員会委員長 


