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201７～201８

『 広沢池と雪の遍照寺山 』
嵯峨野在住アマ写真家
谷口 敏氏 提供

『 出逢い・融和・発展 』

2017～2018RIﾃｰﾏ
イアンH.S.ライズリー氏

『 愛着と誇り 』
2017～2018ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ
ガバナー 田中 誠二氏

2017～2018会長ﾃｰﾏ
会長 林 良訓

例 会

木曜日 12：30～13：30 京都センチュリーホテル

事務局

〒600-8216 京都市下京区東洞院塩小路下る
京都センチュリーホテル内
TEL(075)344-5000 FAX(075)344-1340

ホームページ http://katsuragawarc.com/
メールアドレス katurarc@abeam.ocn.ne.jp
創 立
1989年(平成元年)７月２７日
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

第１３３５回例会

２０１７年１２月２１日（木）

Vol.２８-２２

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
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３回クラブ協議会（上半期締め括り）
閉会点鐘

13:30

１．先週のクリスマス家族例会には多数の会員、ご家族
のご参加をいただきありがとうございました。
２．次年度理事メンバーが決定いたしましたのでお知ら
せいたします。
ｸﾗﾌﾞ管理･運営（親睦）
吉田
修
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（職業奉仕） 中川 俊夫
社会奉仕
上原 従正
青少年奉仕
山本 拓生
国際奉仕
児嶋 雄二
ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山
末永
寛
公共ｲﾒｰｼﾞ
出射 靖生
３．次週の例会および１月４日（木）の例会は休会で
す。
４．１月１１日（木）例会終了後、１月度定例理事役員
会および次年度理事役員会を開催します。

クリスマス家族例会の
報告は年明けの週報に
掲載させていただきます。

◇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京都
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）

◇京都西RC創立６０周年記念例会・祝宴のご案内
日時：３月５日（月） 受付・呈茶席１３：３０
記念式典
１４：３０～１６：００
記念祝宴
１６：３０～１９：００
場所：リーガロイヤルホテル
登録料 お一人 １５，０００円
参加希望の方は事務局まで。（12/25〆切）
◇京都嵯峨野RC創立２５周年記念例会・祝宴のご案内
日時：３月１０日（土） 受付 １５：００
記念式典 １６：００
記念祝宴 １８：００
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル京都
登録料 お一人 １５，０００円
参加希望の方は事務局まで。（1/10〆切）
◇京都西南RC創立４５周年記念例会・祝宴のご案内
日時：４月１７日（火） 受付 １６：００
記念式典 １６：３０
記念祝宴 １８：００
場所：ホテルグランヴィア京都
登録料 お一人 １５，０００円
参加希望の方は事務局まで。（2/28〆切）
１１月分 ホストファミリーの報告（山本家）
＜青少年交換留学生サラさんの１ケ月＞
★健康状態
良好、１１月初めにカゼの症状があったため、
メンバーのお医者さんに診てもらいました。
★通学・勉強状況
楽しく通学しています。３月のフィールド
ワーク（海外研修）に向けてグループで議論しなが
ら熱心に取り組んでいます。
★家庭生活、食事
家庭生活において（サラからの報告などについ
て）少し衝突がありましたが、話し合って解決してい
ます。食事も問題ありません。
★ロータリー等の参加行事
例会に参加しました。地区主催のエクスカー
ションに連れて行ってもらいました。
★見学・旅行
所属させてもらっているシルフィード合唱団の
コンサートに出場しました。学校の友人や他のエクス
チャンジの学生にもかけつけてもらい楽しい日を過
ごしました。ただ、クラブの家族会と日程が重なって
しまい、少し残念でした。
★その他
学校から上記フィールドワークのお話をいた
だきました。当クラブ、地区、デンマークの地区、
両親の許可と金銭負担の都合がついたので、ビザ、
再入国等のハードルをクリアできれば参加するこ
とになります。

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA
【

】小計 11,000円 今年度累計 300,000円
目標額 599,400円 達成率 50％

1人当たり180ﾄﾞﾙ以上

2017-18年度 第２回炉辺会合３班の報告

・今年一年の健康に感謝！！
吉田
修
・娘のフランスへ行って来ました。
大変寒かったです。
末永
寛
・本田さんのマジック楽しみにしてい
ます。
林
良訓
・メリークリスマス！
千田
適、王
杲、髙橋 英明、田中
守
稲掛 英男

場 所：
京ごちそう「いしまる」
日 時：
12月10日(日) PM6：00より
メンバー： 上原、鎌野、徳田、林、田中
テーマは、「愛着と誇り、持続可能なクラブに向けて」
ガバナーのスローガンでもあります。
話題は、社会奉仕活動、国際情勢、同好会、姉妹クラブ
締結などについて多岐にわたりました。会員増強に
ついては、会員一人ひとりが 一丸となって目標達成に
向けて取り組むことが必要であることなど、幅広い話
題を話し合いました。
美味しいお料理とお酒を頂きながら炉辺会合ならでは
の和気あいあいのうちに楽しい一時を過ごしました。
（報告：リーダー 田中 守）

【

】小計 9,000円 今年度累計 375,000円
1人当たり24,000円以上

・ほろにが会、田中誠二ガバナーと同じ
テーブルでした。

谷口 泰義

・炉辺ご苦労様でした。
・田中先生炉辺会合お世話様でした。

林
良訓
德田 正彦

BOXへ
会員誕生日お祝い １２月おめでとうございます
１５日 山本拓生会員
１５日 吉田 修会員
２６日 中島一行会員
夫人誕生日お祝い
４日 出射靖生会員夫人
１１日 千田 適会員夫人
２８日 吉田 修会員夫人
３０日 王
杲会員夫人
結婚記念日お祝い
２日 瀬田保二会員
６日 中川俊夫会員
創業記念日お祝い
１日 山本拓生会員
１２日 鎌野孝和会員
２０日 井上正佳会員
２８日 中島一行会員

林

修、田中

良訓会員

山本拓生司法書士事務所
かまの外科医院
㈱イマジン
㈱ハチイチ木材

・本日、少し歌わせていただきますので、
カラオケ代として。
内田 勝彦
・友人グループ７名で和倉温泉旅行。
穴水の「福すし」最高。
・今年もお世話になりました。

森
千田

正廣
適

・今夜は楽しく過ごしましょう。

林

良訓

・井上さんミュージック良かったです。

谷口 泰義
吉田

】小計

慎二、山本
守、德田
正元

拓生、吉田
正彦、児嶋

・少し早いけどメリークリスマス。
・メリークリスマス マジックショーを
楽しみに。

修
雄二

中川

俊夫

末永

寛

修

0円 今年度累計 59,000円
目標額 60,000円 達成率 98％

行事予定
◆地区行事
１月１４日（日） 地区職業奉仕「講演会」
京都ﾃﾙｻﾎｰﾙ 13：00～16：00
１月２０日（土） 2018-19年度 Ｒ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ
立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 12：30受付
13：30～16：05
◆クラブ内行事
１２月２８日（木） 休会
１月 ４日（木） 休会
１月１１日（木） 現・次年度 理事役員会

１２月は疫病予防と治療月間

次回例会

１月１１日（木）

「年男放談」
稲掛 英男会員

・メリークリスマス

守

】 小計 2,000円 今年度累計 72,000円

1人当たり2,000円以上

目標額 1,300,000円 達成率56％

英男、万殿
従正、田中
英明、内山

英男、吉田

目標額 400,000円 達成率 18％

【

【ニコニコ箱】小計 37,200円 今年度累計 723,640円

稲掛
上原
髙橋

【

稲掛

BOXへ

喜代子様
満紀子様
末子様
程 静様
６日

目標額 720,000円 達成率 52％

◇出席率報告◇ 「クリスマス例会」
出席率報告『１２月１６日』 （）内は出席免除会員
会員数 ３１名（９名） 出席者 ２１名（３名）８４．０％
１１月３０日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．１９％
ご夫人 １２名、その他 ４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２２日 京都東

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 「年忘れ家族会」

＊ビジター受付はありません。

京都伏見 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 「仏像に聴く」

（金）

京都洛西

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

平安仏師主宰 江里 康慧様

「年末家族例会」の為、例会時間夜間に変更
＊ビジター受付はありません。
創立50周年実行委員会
委員長 山本 隆一会員

京都紫竹 【ブライトンＨ】 「家族クリスマス例会」の為、例会変更
京都乙訓 【京都ｴﾐﾅｰｽ】
１２月２５日 京都西

「クラブフォーラム」～創立50周年記念について～
「私の職業と歓び」

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】

会員 栗原 伸治様、松井 謙二様、松尾 正治様

京都紫野 【ブライトンＨ】 「休会」

（月）

京都中

＊ビジター受付はありません。

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「冬の家族親睦例会」開催の為、２４日（日）に例会変更 ＊ビジター受付は平常通り行われます。

18：30～ 京都平安 【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 -クリスマス家族例会-

＊ビジター受付はありません。

１２月２６日 京都東山 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

＊ビジター受付はありません。

-休会-

京都西南 【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】

（火）

神邉 鑅一会員

会員スピーチ「ロータリー雑感」

京都洛中 【京都Ｈｵｰｸﾗ】 「休会」

＊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。

京都洛南 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「年忘れ家族会」開催のため臨時変更 →25日（月）
１２月２７日 京都

【翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ
ｺﾚｸｼｮﾝＨ京都

長瀬 文彦様 櫻本 昌也様

「休会」

＊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】 「休会」

＊ビジター受付はありません。

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

＊ビジター受付はありません。

京都西北

（水）

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 -新会員スピーチ-

京都嵯峨野

「休会」

Ｈ京都】

シンガーソングライター 秋 人 様

京都朱雀 【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「心のバラード」
１２月２８日 京都南

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 「休会」

＊ビジター受付はありません。

京都北

【ブライトンＨ】 「休会」

＊ビジター受付はありません。

（木）

京都洛北 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

「休会」

＊ビジター受付はありません。

京都洛東 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】

「休会」

＊ビジター受付はありません。

8：00～

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 【京都Ｈｵｰｸﾗ】

「休会」

＊ビジター受付はありません。

18：00～

京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】

「休会」

＊ビジター受付はありません。

「休会」

＊ビジター受付はありません。

18：30～ 京都さくら

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ

Ｈ京都】

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

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

