
創 立 

ホームページ 

メールアドレス 

1989年(平成元年)７月２７日 
クラブカラー ライトブルー 

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 

http://katsuragawarc.com/ 

katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

例会日  木曜日  12：30～13：30   例会場  京都センチュリーホテル 

2014～15京都桂川RC 
会長ﾃｰﾏ 千田  適 

THE ROTARY CLUB OF  

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERED  
AUGUST 21.1989 

京都桂川ロータリークラブ 

W E E K L Y  B U L L E T I N 
201４～201５ 

【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 

【提唱インターアクトクラブ】  
  京都府立洛西高等学校 

       インターアクトクラブ 

2014～15ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ 

 

-謙虚・誠実・精励- 
「ロータリーは心くばり」 

 北河原 公敬ガバナー 

-Ｌｉｇｈｔ Up Rotary- 

2014～15RIﾃｰﾏ 

「ロータリーに輝きを」 

 ゲイリーＣ.K.ホァンRI会長 

京都桂川ＲＣは創立25周年 

201５.１.８ No.1201 Vol.25-23 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．本日例会終了後、１月度定例理事 役員会を開

 催いたします。 

２．次週例会終了後、次年度第１回理事役員会を

 開催いたします。 

３．２０１４~１５年度地区大会の登録締切が１月

 １６日（金）となっております。多数のご登録

 よろしくお願い致します。 

４．第８回クリーン大作戦が２月２２日（日）に

 開催されます。 

第１２０１回例会 ２０１５年１月８（木） Vol.２５-２３ 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１月２１日（水）京都北東ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

１月 ８日（木）京都さくらＲＣ 

１月２１日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１月２２日（木）京都西山ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

クラブ・デー 

第４回クラブ協議会 

「創立25周年記念例会について」 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  国家「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

 今日の歌「１月１日」 

  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    

スピーチ    13：00 

 「年男放談」 

   安田  勝会員  末永  寛会員 

   万殿 慎二会員   

 閉会点鐘    13：30 

 

税制上の優遇措置について 

 

ロータリー米山記念奨学会へご寄付いただくと、 

税制優遇を受けることができます（要確定申告）。 

「税額控除」か「所得控除」いずれか有利な方式を

選択できます。 

 

今年1～12月に特別寄付をした方には、来年1月末ま

でに申告用領収書をクラブ経由でお送りします。 

12月30日（火）当会着金分までが対象です（※）。 

 

また、普通寄付分の申告用領収書は、11月末日まで

に申請のあったクラブのみ、 

特別寄付分に同封して送付しま

す。 

 

２０１4～２０１5年度 地区大会 

 

 日程： ４月１１（土）・１２日（日） 

 会場： なら１００年会館 

 ホテル日航奈良 

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：奈良大宮ＲＣ 
 

＜１１日＞ 

13：30‐15：30 会長・幹事・地区委員長会議 

17：00‐19：00 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 

＜１２日＞ 

  7：30‐8：30 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

10：00‐11：30 新会員セミナー 

10：00‐11：30 青少年フォーラム 

11：30 受付 

12：45 プロローグ～春日舞楽 

13：00‐16：30 大会本会議 特別講話（千玄室氏） 

       記念講演（松平定知氏） 

17：00‐18：30 大懇親会 

 

＜記念講演＞ 

松平 定知（まつだいら さだとも）氏 

1944年東京都生まれ。1969年早稲田大学卒。同年

NHK入局。「連想ｹﾞｰﾑ」や「日本語再発見」を経

て、ﾆｭｰｽ畑を15年。「その時歴史が動いた」を9

年。NHKｽﾍﾟｼｬﾙは100本以上を務めた。2007年11

月にNHKを定年退職後も「ｼﾘｰｽﾞ世界遺産100」

「NHKｽﾍﾟｼｬﾙ」などで活躍中。2010年、第36回放

送文化基金賞を受賞。現在京都造形芸術大学教授、

國學院大學客員教授を務める。 

森創立25周年実行委員長 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月２５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２７（４名）９６．４％ 

１２月１１日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８２．１％ 

ご来客 ０名 

  行事予定  

◆地区内行事 

 １月１７日（土） 第2回奉仕プロジェクト部門新世代担当者 

 会議 京都平安ﾎﾃﾙ 13：00～16：00 

 １月３１日（土） ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理ｾﾐﾅ  ー

 京都JA会館6階 13：00～16：00 

◆クラブ内行事  

 １月 ８日（木） １月度理事役員会 

 １月１５日（木） 次年度第１回理事役員会 

 １月２３日（金） 三重中央ＲＣ・真駒内ＲＣｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨ- 

 １月２４日（土） 創立２５周年記念例会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 

 １月２５-２６日 台湾三重中央RCとの城崎温泉1泊旅行 

 ２月２２日（日） 第８回桂川流域クリーン大作戦 

 ２月２４日（火） 京都西南RCとの合同例会 

 ４月１９日（日） 障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

次回例会 １月１５日（木） 

クラブ・デー  第６回クラブ討論会 

「RLIについて」 

 国際ロータリー第2650地区RLI委員会 

 地区ディスカッションリーダー 

 京都西北RC会員    森定 秀夫様 

【ニコニコ箱】小計 21,000円 今年度累計  787,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 61％ 

 

千田  適 

・今年は、お世話になりました 

 来年もよろしく。 

上原 従正 ・今年もお世話になりました。 

森  正廣 ・本年最終例会 

吉田  修 ・今年もお世話になりました。  

末永  寛 ・皆様よいお年を。 

出射 靖生 ・メリークリスマス 

德田 正彦 ・良いお年を。 

児嶋 雄二 ・クリスマス例会欠席おわび！ 

田中  守 ・会長、幹事お世話になりました。 

 

岸上 隆幸 

・いろいろお世話になりました。 

 良い新年をお迎え下さい。 

中川 俊夫 ・皆様良いお年を！！ 

稲掛 英男 ・本年はいろいろなことがありました。 

BOXへ 岸上 隆幸 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 14,000円 今年度累計 330,000円 
目標額 550,800円 達成率 60％ 

千田  適 ・一年が経過するのは早いです。 

 

 

万殿 慎二 

・今年もあと少しです。 

 会員の皆様にはたいへんお世話になり

 ました。 

出射 靖生 ・最終例会ですね。 

吉田  修 ・みなさん どうぞよいお年を。 

谷口 泰義 ・今年もお世話になりました。 

 

太田 勝彦 

・クリスマス例会ありがとうございまし

 た。 

内山 正元 ・皆様 よいお年をお迎え下さい。 

 

田中  守 

・会員の皆様、ロータリー財団箱 

 来年も宜しくお願い致します。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計      0円   今年度累計  68,970円 
目標額 40,000円 達成率 172％ 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 6,000円  今年度累計  112,000円 

目標額 400,000円 達成率 28％ 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って 

BOXへ 稲掛 英男、万殿 慎二、千田  適 

 

【米山奨学会箱】小計 5,000円 今年度累計 323,000円 
目標額 600,000円 達成率 54％ 

・会員の皆様米山記念奨学箱 

 来年も宜しくお願い致します。 

 

田中  守 

吉田  修 ・アジアの留学生のために。 

安田  勝 ・皆様よい新年を！ 

今日の歌   「１月１日」 
 

 

年の始めの ためしとて 

終りなき世の めでたさを 

松竹たてて 門ごとに 

祝
いお

う今日こそ 楽しけれ 

RLI修了書贈呈 

稲掛会員と千田会長 



安田  勝 出席委員長 

千田  適 

中川 俊夫 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) 出射 靖生 

吉田  修 

藤井文治郎 

児嶋 雄二 

瀬田 保二 

上山 泰弘 

内田 勝彦 

万殿 慎二 

内山 正元 直前会長 (役員) 

稲掛 英男 会長ｴﾚｸﾄ（ｸﾗﾌﾞ副研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

末永  寛 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

髙橋 英明 (理事) 

山本 拓生 

松尾 義平 

上原 従正 

職業奉仕委員長 

新世代委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 (理事) 

(理事) 

(理事) 

田中   守 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長 

一口 茂樹 広 報 委 員 長 (理事) 

(理事) 

森  正廣 

太田 勝彦 

髙橋 英明 

鎌野 孝和 

山本 拓生 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

千田  適 戦 略 計 画 委 員 長 

「葬儀式典の移り変わり」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
洛王ｾﾚﾓﾆｰ㈱ 取締役創業者 京都洛東ＲＣ会員 北村 寿朗様

18：00～ 

18：30～ 

京都西山 

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～ 

１月１５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】 

【らんざん】 

【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」 

 

「歳男放談」 

～当たり年会員スピーチ～ 

「歳男放談」 

第４回フォーラム ロータリーの森について 

祝日休会 

 祝日休会 

クラブ・デー 

新会員スピーチ 

「上半期の反省、下半期の方針」 

 

 

 

 

 

会員 山岸 久一様 斉藤 悦啓様 髙橋 正人様 

祝日休会 

「歳男放談Ⅱ」 

「クラブデー」 

-社会奉仕部門フォーラム－ 

「～新年会開催の為、臨時変更～」 

「京舞について」 京舞 井上流 五世家元 井上 八千代様 

クラブデー 

祝日休会 

「那須の語とミニ狂言メモ」 

-新入会員スピーチ-「自己紹介」 

ﾛｰﾀﾘｰの森委員会 委員長 小森 繁男会員 

 

会員 原田 浩二様 

 

会員 堀内 邦保様 

会員 柴田 篤男様 

当たり年会員 

平岡 弘行様 吉川 裕丈様 

【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 

１月9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 

１月１２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月１３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月１４日 

（水） 

「『ハムレット』のセリフの面白さ」 

茂山狂言会 大蔵流狂言師 茂山七五三様 

「仏像とは」 

新春例会「雅楽演奏」 

クラブ・デー 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

2014～2015年度  役員・理事・委員会構成 

友好ｸﾗﾌﾞ委員長 林  良訓 

森  正廣 創立25周年実行委員長 

大阪府立大学名誉教授 安藤 幸江様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

山下 和夫会員 中島 信也会員 上仲 昭広会員 

桂田 明久会員 瀬戸 達生会員 藤本  誠会員 


