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「ロータリーを学び、実践し、発信しよう ； Enjoy Rotary」 

ＲＩＤ2650ガバナー 中川 基成 

 
1１-１月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 １１月２９日（木） 「マリン同好会」第１回例会 例会終了後 

 炉辺会合第２班 「畑かく」 １８：００～ 

 １２月 ６日（木） 年次総会 理事役員会 

 １２月 ８日（土） 次年度役員会 １８：００～ きぬがわ 

 １２月１２日（水） 炉辺会合１班 １８：３０～ 

 １２月２０日（木） 例会日時変更 → ２２日（土）開催 

 １２月２２日（土） クリスマス家族例会 １８：００～ 

 京都センチュリーホテル「花鳥の間」 

 １２月２７日（木） 第２回クラブ協議会（上半期締め括り） 

  １月２４日（木） 例会場が２Ｆ「カサネ」に変更。 

◆地区行事 

 １２月１１日（火） ロータリーほろにが会 18：00～  

 ANAクラウンプラザホテル京都（さくらＲＣ） 

 １２月１６日（日） 奈良女子大学附属中等教育学校IAC 

 認証伝達式 14：00～15：20  

 懇親会 15：40～16:30 

 １月 ８日（火） ロータリーほろにが会 18：00～  

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都（京都伏見ＲＣ） 

 １月２７日（日） 第９回国際親善交流餅つき大会 

 11：00～13：30 京都外国語大学内 

 （京都西ＲＣ主催） 

出射会員夫人 出射喜代子 画 



 第１３７６回例会  ２０１８年１１月２９日（木）   Vol.２９-１８ 

 プログラム 

 炉辺会合の報告 

2018-19年度 第２回炉辺会合３班の報告 

 

日 時 １１月１９日（月） １８：３０～ 

場 所 きぬがわ 

参加者  森、三田、谷口、上原、末永、王、 

 髙橋の各会員  
 

今回から新入会員の三田さんを交えての炉辺会合となり

ました。話題は会員増強を中心に次年度３０周年事業など

色々と話題がでてました。 

 美味しいふぐコースとひれ酒をいただきながら、和やかな 

 炉辺会合となりました。        （報告：髙橋英明） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング「我等の生業」 

今日の歌「里の秋」 

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 

   一般財団法人日本熊森協会  

      会長 室谷 悠子様 

「日本の森林を守れ！未来のこどもたちのために」 

 

 閉会点鐘    13：30   

 スピーカーのご紹介 

室谷 悠子
むろたに ゆうこ

 様 
 

ご略歴 

兵庫県尼崎市生まれ。 

1992年、尼崎市立武庫東中学校在学時、先生と同級生

たちと絶滅寸前のクマの保護運動に取り組む。1997年

野生動物のつくる豊かな森を保全・復元するために立

ち上げられた、実践自然保護団体「日本熊森協会」の

設立に参加し、以来20年に亘り、最前線で自然保護活

動に取り組む。兵庫県立尼崎北高校卒、京都大学文学

部進学。京都大学文学研究科大学院修士課程在学時に

自然保護団体には法律の専門家が必要と気がつき、 

大阪大学ロースクールに進学し、司法試験を経て弁護

士資格を取得。大阪のあすなろ法律事務所に所属。 

日本熊森協会の活動から生まれた奥山の水源の森のナ

ショナル・トラストを進める「公益法人奥山保全トラ 

スト」の理事長を務める。2018年4月一般財団法人日本

熊森協会会長に就任。 

１．１１月２４日（土）指導者育成セミナーに内田会長

 が出席されました。 

２．１１月２５日（日）吉祥院グランドにおいて、

 第２６回京都桂川ＲＣ会長杯争奪野球大会決勝戦＆ 

 表彰式が行われました。内田会長が出席されました。 

３．本日例会終了後、「マリン同好会」

 第１回例会を行います。 

４．次週は年次総会です。例会終了後、

 １２月度理事役員会を行います。 

 幹事報告 

 お知らせ 

◆例会変更および休会のお知らせ 
 

１２月１２日（水）京都西北ＲＣ 
（11：30-12：30、翠嵐ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｺﾚｸｼｮﾝＨ京都にて） 
１２月１４日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて） 
１２月１４日（金）京都乙訓ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ｴﾐﾅｰｽ1階にて） 
１２月１８日（火）京都洛中ＲＣ 
（11：30-12：30、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
１２月２０日（木）京都南ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙＨ京都にて） 
１２月２０日（木）京都洛東ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都にて） 
 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
 
１２月２８日（金） 京都伏見ＲＣ 
  以上、ビジター受付はありません。 

今日の歌   「里の秋」 
 

 

斎藤信夫作詞・海沼実作曲 
 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人 

栗の実 煮てます いろりばた 

指導者育成ｾﾐﾅｰ 



【 】 小計 4,000円   今年度累計 102,000円 
目標額 400,000円 達成率 26％ 

BOXへ 

 次回の例会 １２/６（木） 

「年次総会」 

 前回例会報告 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 288,200円 
目標額 613,800円 達成率 4７％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田   修 

【 】  小計 2,000円  今年度累計  64,000円 
目標額 62,000円 達成率 103％ 1人当たり2,000円以上   

末永  寛 ・松尾さん、上原さんのお話しを楽しみに。 

１１月はロータリー財団月間 

山本 拓生 ・松尾さんスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・上原さんのスピーチ楽しみです。 

【ニコニコ箱】 小計 55,000円 今年度累計 538,400円 
目標額 1,300,000円 達成率41％ 

稲掛 英男 ・松尾会員、上原会員のスピーチ楽しみに。 

 

内山 正元 

・久しぶりの松尾さん、上原さんのお話を 

 楽しみにしています。 

 

吉田  修 

・松尾さん米寿記念スピーチとは 

 みんなの目標ですね。 

万殿 慎二 ・松尾さんのスピーチ楽しみです。 

 

児嶋 雄二 

・松尾会員、上原会員のスピーチ楽し

 みに！ 

出射 靖生 ・松尾さん、上原さんのスピーチ楽しみに。 

BOXへ 稲掛 英男、千田  適、井上 正佳 

太田 勝彦、鎌野 孝和、三田 昌資 

吉田  修 

 前回例会出席報告  

１１月２２日（木）例会  

会員数 ３２名（内出席免除９名）  
出席者 ２８名（７名）９３．３３％  
ご来客 １名 
１１/１ＭＵ後の出席率 ９２．８６％ 

太田 勝彦 ・松尾さんお元気そうでよかったです。 

王   杲 ・松尾先生米寿祝として。 

安田  勝 ・松尾さんの米寿を祝って。 

BOXへ 井上 正佳、鎌野 孝和 

 

吉田  修 

・台湾から大きな写真をいただきまし

 たね。 

 

谷口 泰義 

・炉辺会合お世話さんでした。きぬがわ

 美味しかった。 

森  正廣 ・映画「人魚の眠る家」考えさせられます。 

千田  適 ・久しぶりのロータリーです。 

 

万殿 慎二 

・三田さん、先日はたいへんお世話になり

 ました。 

松尾 義平 ・今日はスピーチさせて頂きます。 

森  正廣 ・嵐山「宝厳院」庭園ライトアップ超満員 

 

菱田 匡樹 

・一週遅れましたが、先日の台湾訪問

 お世話になりました。 

林  良訓 ・早退おわび。 

三田 昌資 ・宜しくお願いします。 

BOXへ 鎌野 孝和、井上 正佳、稲掛 英男 

出射 靖生 ・日産よかったですね。 

谷口 泰義 ・松尾さん上原さんのスピーチを楽しみに。 

王   杲 ・上原先生のスピーチをお楽しみ。 

上原 従正 ・松尾さん、米寿お目出とうございます。 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 406,000円 
目標額 744,000円 達成率 55％ 1人当たり24,000円以上 

山本 拓生 ・上原先生スピーチ楽しみに。 

 

 

クリスマス家族例会のご案内 
 

日 時： ２０１８年１２月２２日（土）  
   １７：３０受付、１８：００より 
 
場 所： 京都センチュリーホテル 
 
会 費： 会 員 １０，０００円 
  ご家族  ８，０００円 
 
出演者： ピアノ  大渕 雅子様 
 オーボエ  小谷麻理子様 
 ファゴット 西浦  豊様 
 

 「ピアノとオーボエとファゴットの 
          クリスマスコンサート」 
  〜木管楽器の温かい音色に 
          つつまれて〜 

 

松尾 義平会員  
「米寿を迎えて」 
 
上原 従正会員 
「会員スピーチ」 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都イブニングＲＣ次週スピーチ 

11/30 京都東  「 祇園昔ばなし 」 美の八重 主人 
京都産業大学 非常勤講師 坂田 憲治様 

（金） 京都伏見 ～少年サッカー大会報告会～(予定) 

 
京都洛西 

「趣味としてのドローンと空撮、編集のご紹介」 
㈱ライテック 生産部門 部門長 

栗田 嘉夫様 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム① タグラグビー報告」 

 京都乙訓 「新入会員スピーチ」      鵜川 和久会員 

12/3 京都西 「私にとっての奉仕クラブ ロータリーとワイズ」 
会員 森田 惠三様 

（月） 京都紫野 第５回クラブフォーラム 職業奉仕部門 

 京都中 第４回クラブ協議会 年次報告 年次総会 

 京都平安 「未定」 

12/4 京都東山 クラブ・デー・年次総会 

（火） 京都西南 クラブデー、年次総会 

 
京都洛中 

「健康管理もやり過ぎはかえって病気の
元-病気不安症・身体症状症について－」
第一赤十字病院  精神科部長   名越  泰秀様   

 京都洛南 「二胡で無限の可能性の二胡」 
二胡奏者 尾辻 優衣子様 

12/5 京都 ― 新会員スピーチ ― 
「 取材経験から 」   今西 拓人様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 「年次総会」 

 京都北東 「未定」       会員 川鍋  圭様 

 京都嵯峨野 「会員増強フォーラム３」 

 
京都朱雀 

「レジリエント・シティ京都がめざすもの」 
レジリエント・シティ京都市統括監 

（ＣＲＯ）藤田 裕之様 

12/6 京都南 「未定」 
京都市立芸術大学 鷲田 清一様 

（木） 
京都北 

｢笑う門には（カマ）来る｣  
カルシウムハウスオーナー、タレント 

梶浦 梶子さん 

 京都洛北 「休会」＊ビジター受付はありません。 

 京都洛東 「ニューヨークでやってみなはれ」 
アーティスト 長谷川ゆか様 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

「チャイルドラインから見える子どもの
現状」ＮＰＯ法人チャイルドライン京都 

 常任理事 鳥井 洋子様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ －新会員スピーチ－ 会員 北岡 治子様 

 
京都さくら 

「未定」国際ロータリー第2650地区 
会員増強・拡大委員会 副委員長 
長浜ＲＣ会員  馬場 鋭州様    

2018～2019年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 内田 勝彦 

副会長 （役員） 万殿 慎二 

会長エレクト （役員） 髙橋 英明 

直前会長 （役員） 林  良訓 

幹事 （役員） 太田 勝彦 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 井上 正佳 

親睦 （理事） 吉田  修 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  上山 泰弘 

ニコニコ  稲掛 英男 

ソング  吉田  修 

出席  瀬田 保二 

炉辺・川クラブ 内山 正元 

職業奉仕 （理事） 中川 俊夫

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 上原 従正 

青少年奉仕 （理事） 山本 拓生 

国際奉仕 （理事） 児嶋 雄二 

ロータリー財団・米山  末永  寛 

広報   出射 靖生 

会員増強   万殿 慎二 

戦略計画   髙橋 英明 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  林  良訓 

副幹事   山本 拓生 

   児嶋 雄二 

副会計   万殿 慎二 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   森  正廣 

   菱田 匡樹  

 

 
例 会 木曜日  12：30-13：30    

 京都センチュリーホテル 

創 立 1989年(平成元年)７月２７日  

ｸﾗﾌﾞｶﾗｰ  ライトブルー 

姉妹ｸﾗﾌﾞ  台湾三重中央ＲＣ 

 札幌真駒内ＲＣ 

提唱ＩＡＣ 京都府立洛西高等学校ＩＡＣ 

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 

 E-mail katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

 http://katsuragawarc.com/ 


