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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 

201５.１.１５ No.1202 Vol.25-24 

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、次年度第１回理事役員会を

 開催いたします。 

２．１月１０日（土）次年度役員会が「菜彩ま

 ゆ」において開催されました。 

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。 

日 時  2015 年 1 月 8 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、稲掛、万殿、出射、児嶋、末永 

  髙橋、上原、松尾、田中、森の各会員 

 議 事 

１．前回理事・役員会議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．後期会費納入状況について 

４．第７回ｸﾗﾌﾞ討論会（社会奉仕・国際奉仕）について 

５．京都西南RCとの合同例会について 2/24 

６．地区大会登録について 

７．山田会員の休会について 

８．第３回炉辺会合の開催について 

９．会員増強について 

10．２５周年について 

11．その他 

第１２０２回例会 ２０１５年１月１５（木） Vol.２５-２４ 

◇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。 

 

森定 秀夫（もりさだ ひでお）様 
 

ご略歴 

１９９０～１９９１年 京都西北ロータリークラブ入会 

１９９１～２００４年 京都西北RCの委員会として、クラブ奉

 仕、会員増強、親睦活動委員会、プロ

 グラム、会報雑誌会報、ニコニコ、資料

 記録、姉妹クラブ、情報集会、社会奉

 仕、新世代、ローターアクト、国際奉仕、

 R財団、米山奨学、S.A.A. 、幹事(２０００

 年～２００１年) 

 １９９８～１９９９年 地区青少年委員会 委員 

 １９９９～２０００年 地区青少年委員会 委員 

 ２０００～２００１年 地区青少年委員会 委員 

 ２００１～２００２年 地区青少年委員会 委員長 

 ２００２～２００３年 地区青少年委員会 委員長 

 ２００３～２００４年 地区青少年委員会 委員長 

 ２００４～２００５年 地区会員増強委員会 副委員長 

 ２００５～２００６年 地区会員増強委員会 委員長 

 ２００６～２００７年 地区会員増強委員会 委員長 

 ２００８～２００９年 地区会員増強委員会 委員長 

 ２０１０～２０１１年 京都西北RC会長エレクト 

 ２０１１～２０１２年 京都西北RC会長 

 ２０１２～２０１５年 地区財団ポリオ副委員長 

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    

スピーチ    13：00 

  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  

閉会点鐘    13：30 

会員誕生日お祝い  １月おめでとうございます 

 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

夫人誕生日お祝い 

 １８日 谷口泰義会員夫人  友子様 
 

結婚記念日お祝い 

 ２６日 安田 勝会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 德田正彦会員  (有)徳田 

  １日 田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日 稲掛英男会員  稲掛医院 

  

  「年男放談」 
  

安田会員 

末永会員 

万殿会員 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１月８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２４（４名）８５．７％ 

１２月２５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．４％ 

ご来客 １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 

次回例会 １月２２日（木） 

 

創立２５周年 

記念講演会・式典例会・祝宴説明会 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 28,000円 今年度累計 358,000円 
目標額 550,800円 達成率 65％ 

 

田中  守 

・本年もロータリー財団 

 よろしくお願いします。 

 

藤井文治郎 

・安田会員、末永会員、万殿会員の 

 スピーチ楽しみです。 

 

稲掛 英男 

・安田会員、末永会員、万殿会員の 

 スピーチ楽しみに。 

 

吉田  修 

・昨日、４３才の娘が初産にて、男の子

 を出産しました。うれしい正月です。 

児嶋 雄二 ・今年もよろしく。 

【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％ 

【ニコニコ箱】小計 60,000円 今年度累計  847,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 65％ 

名誉会員 

大森 英彦 

・ご無沙汰しています。 

 明けましてお目度うございます。 

 

鎌野 孝和 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

児嶋 雄二 ・新年おめでとうございます。  

安田  勝 ・謹賀新年 

 

出射 靖生 

・明けましておめでとうございます。 

 本年もよろしく御願いいたします。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 

 

 

森  正廣 

・みなさん、明けましておめでとうござ 

 います。本年もよろしくお願い致しま

 す。 

 

松尾 義平 

・謹賀新年 

 祝 ２５周年例会 

 

谷口 泰義 

・もの忘れが多くなりましたが 

 今年もよろしくお願いします。 

 

内山 正元 

・おめでとうございます。 

 雪かきで、新年が明けました。 

万殿 慎二 ・本年もよろしくお願いします。 

 

藤井文治郎 

・本年もどうぞ宜しくお願い申し上げ 

 ます。 

 

田中  守 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いします。 

 

中川 俊夫 

・新年あけまして 

 おめでとうございます。 

岸上 隆幸 ・新年明けましておめでとうございます

 

林  良訓 

・あけましておめでとうございます 

 本年もよろしく。 

 

王   杲 

・新年あけましておめでとうございま 

 す。本年も宜しくお願い致します。 

稲掛 英男、吉田  修、末永  寛 

   瀬田 保二、一口 茂樹 

・あけましておめでとうございます。 

 

万殿 慎二 

・すごい雪でしたね。 

 車を乗りすててしまいました。 

千田  適 ・今年もお世話になります。 

松尾 義平 ・謹賀新年 

BOXへ 鎌野 孝和、岸上 隆幸 

BOXへ 岸上 隆幸、藤井文治郎、万殿 慎二 

稲掛 英男、鎌野 孝和 

【米山奨学会箱】小計 18,000円 今年度累計 341,000円 
目標額 600,000円 達成率 57％ 

・今年は平穏な年であってほしいもので

 す。 

 

千田  適 

出射 靖生 ・正月は６１年ぶりの大雪でした。 

吉田  修 ・アジアの留学生のために。 

松尾 義平 ・謹賀新年 

児嶋 雄二 ・謹賀新年 

太田 勝彦 ・新年おめでとうございます。 

 

田中  守 

・安田先生、末永さん、万殿さんの

 スピーチ楽しみです。 

BOXへ 万殿 慎二、岸上 隆幸、鎌野 孝和 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 11,000円 今年度累計  123,000円 

目標額 400,000円 達成率 31％ 

児嶋 雄二 ・本年もよろしく。 

松尾 義平 ・謹賀新年 

太田 勝彦 ・新年おめでとうございます。 

吉田  修 ・ＩＡＣの発展を祈って。 

田中  守 ・インターアクトの発展を願って 

 

千田  適 

・明けましておめでとうございます。 

 今年も宜しくお願いいたします。 



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 

「周術期口腔機能管理について」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

京都府立医科大学附属病院  

歯科診療部長 金村 成智様 

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２２日 

（木） 

K.ASSOCIATES/Architects 代表 岸 律子様 

【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】 

＜新入会員歓迎例会の為、例会変更＞ 
京都教育大学 教育学部研究生 

ﾏﾙﾝ･ｸﾏﾙ・ｼｬﾙﾏ様 

－ﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間スピーチ－「ﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間に因んで」 

～新年会～ 16日→17日 

「歳男放談」 

第５回フォーラム 社会奉仕について 

新年祝儀 

会員 江谷 寛様 篠田 宏一様 八木 透様 森本 隆康様 「歳男放談」 

「異文化理解・インドでの教育事情・人生の動機付け」 

「RLIについて」 

＜休会＞ 

阪神ﾀｲｶﾞｰｽ一軍ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 平田 勝男様 

 

京都府保険医協会理事長 垣田 さち子様 

＊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。 

会員 橋本 長平様 

新入会員卓話「未定」 

「メディアの現場で考えたこと」 

「新年夜間例会」の為、18：30～に臨時変更 

「京都にエコ・ミュゼ街区をつくろう」 

「新春 歳男放談」 

「実はあまり知られていないかるたの歴史」 ㈱大石天狗堂 代表取締役社長 前田 直樹様 

「阪神ﾀｲｶﾞｰｽ～今季の戦略と展望～」 

歳男スピーチ 

「未定」 

「京料理」 

社会奉仕委員会 委員長 久保 俊介会員 

＊ビジター受付はありません 

(学)大和学園 理事、京都調理師専門学校 校長 仲田 雅博様 

山本 奈美会員 

会員 高林 素樹様 

京都伏見ｷﾞﾀｰ音楽院 主宰 西川 真史様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

森田  清様 

【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１６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１９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月２０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月２１日 

（水） 

「文化財の保護と京都府の取り組み」 

㈱増田徳兵衛商店 代表取締役 増田 徳兵衛様 

「ギターの歴史と種類の楽しみ方」 

「フィンランドでの流鏑馬」 

－スピーチ－ 

◆ 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 

京都府文化環境政策課  

文化財・資料保全担当課長 平田 俊行様 

 

会員 若山 俊一様 西川 昌樹様 野尻 智美様 

ＲＩ第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ情報委員 ＲＬＩﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 北谷 泰彦様 

㈱テーク・ワン 代表取締役社長 為森  隆様 


