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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 

201５.１.２４ No.1204 Vol.25-26 

「京都府青少年道場対抗剣道大会」 

創立25周年記念講演会・式典例会・祝宴 



第１２０４回例会 ２０１５年１月２４（土） Vol.２５-２６ 

 

 

 

 

次 第 

 

 

◇記念講演会        司会 内山 正元 

 挨拶、講師紹介  会長  千田  適 

１６：００  記念講演会 

   「夢に向かって進むことのすばらしさ」 

   バルセロナ五輪シンクロ銅メダリスト     

   スポーツコメンテーター    奥野史子様 

 

◇式典例会   司会 内山 正元 

１７：１５ 開会点鐘 会長  千田  適 

 日本国家斉唱  「君が代」 ソングリーダー 吉田  修 

 中華民国国家斉唱 「三民主義」 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 ご来賓ご来客紹介 会長  千田  適 

 会長挨拶 会長  千田  適 

 ご来賓祝辞 京都府知事 山田啓二様 

   京都市長 門川大作様 

   国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅ  ー 北河原公敬様 

   京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 鈴木英正様 

   台湾三重中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 柯 惠 揚様 

 記念事業報告 創立２５周年実行委員長 森  正廣 

 幹事報告 幹事  万殿 慎二 

 ニコニコ報告 ニコニコ委員長 藤井文治郎 

 １８：２０ 閉会点鐘 会長  千田  適 

 

 

◇祝 宴    司会 上山 泰弘 

 １８：３０ 尺八演奏   吉田  修 

  演武「日本剣道形」     末永  寛 

    打太刀 剣道範士八段 楢崎武司様 

    仕太刀 剣道教士八段 緒方勝昭様 

  開宴のことば 創立２５周年実行委員長 森  正廣 

  ご来賓祝辞       札幌真駒内ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 川越 仁様 

  鏡割り  音頭 上山 泰弘  

 乾杯  創立時ガバナー 津田佐兵衞様 

 食事・歓談 

 ２０：３０ 閉宴のことば  副会長 中川 俊夫 

 ロータリーソング「手に手つないで」 ソングリーダー  吉田  修 
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 ◇記念講演会 

    講演テーマ 

  「夢に向かって進むことのすばらしさ」 

         奥野
お く の

 史子
ふ み こ

様 

 

 

 

 

 

 

《ご略歴》 

１９７２年京都市出身。同志社大学大学院修了。１９９２年シンクロナイズドスイ

ミングの日本代表としてバルセロナオリンピックに出場し、ソロとデュエットで銅

メダルを獲得。 

１９９４年世界選手権ローマ大会でソロ銀メダルに輝いた“笑わない”シンクロ

「昇華～夜叉の舞～」で史上初の芸術点オール１０点満点を出し、その後のシンク

ロ界の流れを変えたと言われている革新的な演技を披露し、翌年の１９９５年に現

役を引退。 

その後は、プロのパフォーマーとして２０００年から２００２年シルク・ドゥ・ソ

レイユの水中ショー「O（オー）」に日本人として初めて出演。朝原宣治さん（北

京オリンピック陸上男子４×１００メートルリレー銅メダリスト）と２００２年に

結婚し、現在は３児の母。 

トップアスリートの経験を活かし、スポーツコメンテーターとして活躍。テレビや

ラジオなど、各メディアに出演するほか、京都市教育委員や日本水泳連盟アスリー

ト委員などを務め、スポーツの社会貢献にも努めている。 



 

◇ご来賓 

京都府知事 山田 啓二 

京都市長 門川 大作 

西京区長 服部 順之 

洛西支所洛西担当区長 柴山  薫 

西京警察署 署長 八十原 訓 

西京消防署 副署長 宮下  聡 

西京少年消防クラブ代表幹事 山本 高嗣 

西京区社会福祉協議会会長 小石玖三主 

西京区社会福祉協議会事務局長 上野 正則 

京都府剣道道場連盟 会長 楢崎 武司 

京都府剣道道場連盟 副会長 音川 雅照 

京都府剣道道場連盟 理事 緒方 勝昭 

京都府剣道道場連盟 事務局長 中小路光碩 

イオン株式会社 顧問 川戸 義晴 

京都軟式野球連盟西京支部  

西京少年野球会 代表 疋田 修造 

京都軟式野球連盟西京支部 

西京少年野球会 総務副部長 中野 子郎 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ガバナー 北河原公敬 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 津田佐兵衞 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 中野 重宏 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  福井 正典 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  平井 義久 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  河本 英典 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  坂本 克也 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 森田 惠三 

（京都市域第2） 

京都西南ＲＣ創立時拡大委員長 矢野  進 

京都西南ＲＣ創立時拡大委員 神  鑅一 

京都西南ＲＣ創立時拡大委員 浦川 博正 

 

京都桂川ロータリークラブ 

創立２５周年記念式典例会 

出席者名簿（順不同・敬称略） 

◇市内及び近郊ロータリークラブ 

京都ＲＣ 会長 佐竹 力總 

 幹事 河内  誠 

京都南ＲＣ 会長 長谷川 茂 

 幹事 藤田 安彦 

京都東ＲＣ 会長 安藤 宇助 

 幹事 岡本 政明 

京都北ＲＣ 会長 橘 重十九 

 幹事 水島 光男 

京都西ＲＣ 会長 宮本 研二 

 幹事 髙津 博行 

京都東山ＲＣ 会長 小野 富造 

 幹事 吉田 武雄 

京都西南ＲＣ 会長 鈴木 英正 

 幹事 小川 睦美 

京都伏見ＲＣ 会長 一瀬  倫 

 幹事 人見 康裕 

京都洛北ＲＣ 会長 佐野喜一郎 

 幹事 野 和夫 

京都西北ＲＣ 会長 松本 幸一 

 幹事 湯川 君雄 

京都紫野ＲＣ 会長 中嶌 重男 

 幹事 中川  淳 

京都洛中ＲＣ 会長 半井 隆利 

 幹事 小西 規之 

京都洛西ＲＣ 会長 久保 和子 

 幹事 多田 裕昭 

京都洛南ＲＣ 副会長 北山  隆 

 幹事   宗和 

京都洛東Ｃ 会長 木ノ下善正 

 幹事 高畠  保 

京都北東ＲＣ 会長 田中 俊夫 

 幹事 西川 史郎 

京都中ＲＣ 会長 荒川 隆三 

 幹事 藤岡 隆司 

京都紫竹ＲＣ 会長 新造 一夫 

 副幹事 長嶋 芳廣 

京都嵯峨野ＲＣ 会長 三宅 由起 

 幹事 萩原 達郎 

京都朱雀ＲＣ 会長 名古 光良 

 幹事 奥村 昇三 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 会長 野村  守 

 副幹事 吉田 和正 

京都平安ＲＣ 会長 吉岡  恵 

 幹事 魏  禧之 

京都さくらＲＣ 副会長 明石 純一 

 副幹事 喜多見日出夫 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

3 



 

京都西山ＲＣ 直前会長 井澤  豊 

 青少年奉仕委員長 萩原 暢子 

◇姉妹クラブ 

台湾三重中央ＲＣ  

 会長 柯 惠 揚  

 ご夫人 洪 掛 資  

 幹事 鄭 元 傑  

 パスト会長 杜 友 仁  

 ご夫人 杜 鄭 敏 

 パスト会長 徐 英 進 

 ご夫人 楊   瑞    芳 

  吳 忠 和  

 ご夫人 吳 王 玉 梅  

  樊 至 侃  

 パスト会長 林 久 雄  

 ご夫人 林 蔡 淑 敏  

 会長エレクト 林 進 來  

 ご夫人 吳 金 春  

 パスト会長 呂 溪 清  

 ご夫人 林 寳 鳳  

  許 日 貴  

 ご夫人 陳 滿 珍  

 直前会長 李 忠 勇  

 ご夫人 張 寳 珠  

  陳 明 仁  

  大澤 祥二  

 ご夫人 黃 淑 珍  

◇友好クラブ 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2510地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 丸山 淳士 

札幌真駒内ＲＣ  

 会長 川越  仁 

 会長エレクト 山田  廣  

 幹事 山内 正子 

 パスト会長 齋藤 康嗣  

  澁谷 良治 

  土谷 俊彦  

 ご夫人 土谷美香子  

  内海 知行 

  横田  靖 

◇川クラブ友好の集い 

岡山旭川ＲＣ 会長 橋本  勝 

 幹事 源  真典  

 

芦屋川ＲＣ 会長 清水 丈嗣 
 

橋本ＲＣ  松山 雅昭 

  大沼 郁夫 

◇登録参加者 

京都西ＲＣ 武田 隆男、野原 幸清 

 中路  裕  
  

京都西南ＲＣ 佐伯 希彦、小林 芳朗 

  玉城 博和、中島 俊則 

  懸野 直樹、広尾 郷史 

  池田 敏子、今西  到 

  大塚  滋、里内 忠一  
 

京都洛西ＲＣ 加藤 善彦 
 

京都さくらＲＣ 井上与一郎 

◇元会員  

  吉田元比古、小寺 信義 

  吉村 康夫、佐野 泰彦 

  瀬古 正雄、菱田 宏章 

◇会員夫人・家族  

出射喜代子、稲掛由美子 

鎌野 幸子、岸上 和子 

森 美代子、中川美智子 

太田 昌代、千田満紀子 

瀬田 和子、末永千津子 

田中喜美子、内田由美子 

内山 容子、上原 栄子 

上山 美絵、程   静 

山本真由美、安田多津枝 

吉田 末子 

 

ｴﾚｸﾄｰﾝ奏者  松本 晶子 

事務局 古畑   恵  

（185名） 
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THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

ご 挨 拶 

 

京都桂川ロータリークラブ 

会 長  千田  適 

 

  

 本日は、京都桂川ロータリークラブ創立２５周年記念例会にあたり、お忙しい中、京都府

知事山田啓二様、京都市長門川大作様はじめ地域の皆様、京都府剣道道場連盟の会長・副会

長様、西京少年野球会の代表・副部長様、国際ロータリー２６５０地区ガバナー北河原公敬

様、同ガバナー補佐森田惠三様、創立時ガバナー津田佐兵衞様をはじめとするパストガバ

ナーの皆様、地区内の会長・幹事・ロータリアンの皆様、友好クラブである札幌真駒内ロー

タリークラブの皆様、川クラブのメンバーである岡山旭川ロータリークラブ、芦屋川ロータ

リークラブ及び橋本ロータリークラブの皆様、そして、遠く台湾から姉妹クラブである台湾

三重中央ロータリークラブの皆様のご出席を賜り誠にありがとうございます。 

 会員一同、心より厚く御礼申し上げます。 

 当ロータリークラブは、平成元年７月２７日、京都西南ロータリークラブのご指導の  

もと、京都市内１７番目のロータリークラブとして誕生し、平成の時代とともに歩んでまい

りました。 

 当ロータリークラブは、現在会員数３１名（内、名誉会員１名）の小さなクラブではあり

ますが、非常にまとまりのあるクラブであり、創立以来地域に根ざし、地域に愛され親しま

れるクラブを目指し、又、派手さはありませんが、地域に根ざした活動をしてまいりまし

た。 

 又、姉妹クラブである台湾の三重中央ロータリークラブとは名実ともに姉妹クラブに相応

しい関係を構築し、国際交流を深めています。 

 本年度は、２５周年にあたり、「未来を創る若者へ」のテーマの下、主に青少年の育成と

成長に資する事業を行うことを計画し、京都府剣道道場連盟のご協力を得て「京都府青少年

道場対抗剣道大会」を主催いたしました他、「西京少年野球新人戦」の主催等青少年の育成

と成長に資する事業を行いました。又、少しでも地域に奉仕できればとＪＲ洛西口駅前のイ

オンモール京都桂川の敷地内に記念植樹を行いました。 

 当クラブは２５周年を節目とし、今後益々まとまりが良く、地域に必要とされ信頼される

クラブになるよう努力するとともに北河原ガバナーのスローガンでもある「心くばり」のあ

る奉仕活動を行っていく所存です。 

 今後とも暖かなご友情とご支援の程宜しくお願い申し上げます。 

 最後に、２５周年記念事業活動にご協力下さいました会員、ご家族の皆様に心より感謝い

たします。  

 本日はありがとうございました。  
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祝 辞 

 

国際ロータリー第２６５０地区      

2014-2015年度 ガバナー 北河原 公敬 

 

この度京都桂川ロータリークラブ様が創立25周年をお迎えになりましたこと、誠にお目出度

うございます。 

貴クラブ様は1989年7月27日京都西南ロータリークラブをスポンサークラブとして、33名の

チャーターメンバーで創立されました。 

歴代の会長様はじめ会員の皆様のご尽力により25周年を迎えられましたこと、心より敬意を

表しますと共にお祝い申し上げます。 

25年の間には様々な困難等もおありだったかもしれませんが、会員の皆様の並々ならぬご努

力と熱意でもって克服され、今日をお迎えになったものと存じます。 

本年度国際ロータリーのゲイリーC.Kホァン会長は「Light up Rotary」（ロータリーに輝き

を）をテーマとして表明されております。 

当地区は本年度「ロータリーは心くばり」をスローガンに謙虚・誠実・精励をモットーに品

位あるロータリーを目指そうと皆様にお願いしております。 

貴クラブの千田適会長様は「ロータリアンとしての誇りをもって･･･」というテーマで今年度

のロータリー活動を実践されております。ロータリアンとしての誇りをもって行動しようとの

思いがこのテーマに表されているものと存じます。 

さて国際ロータリーは青少年に対しての支援を大切にしております。これは将来のロータリ

アンを育成するという事業として、青少年に対してのプログラムを推奨しているわけです。こ

ちらのクラブ様におかれましてはインターアクトクラブを提唱していただいております。地区

と致しましてもありがたく感謝申し上げる次第でございます。今後共よろしくお願い致しま

す。 

創立25周年の本年が京都桂川ロータリークラブ様にとって、輝ける年度となりますことをお

祈り申し上げ、簡単措辞でございますがお祝いの辞と致します。 
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THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

日本桂川授證賀詞 

 

台灣中央扶輪社 

社長  柯惠揚  敬賀 

 

 欣逢京都桂川扶輪社25週年授證典禮, 本人謹代表台灣新北市三重中央扶輪社全體社友致上

最誠摯的祝福。 

  中日兩社友誼交流也已經有25年了；在這25年來歷經兩社歷屆社長的努力奠定了今日兩社

深厚的友誼。尤其是在舉辦兩年一次的聯合例會及旅遊活動更讓兩社友誼更加篤定發展。讓本

人深感欣慰的是兩社社友及夫人們能熱烈參與各項的聯誼活動,透過參與活動的交流也使我們兩

國的友誼更加緊密。 身為本屆社長的我非常高興我們兩社可以建立如此深厚的友誼及可以預期

日後發展的可長可久、日久彌新的堅定友誼。 

  在歷年的中日交流活動中更讓我感到高興的是新社友及夫人們的參與；例如去年11月本社

的授證時貴社的熱情參與中也有新社友及夫人寶眷的加入。這更驗證了兩社友誼薪火相傳、綿

延不絕的意義。   

  本人在此代表本社熱情邀約貴社來台灣參與活動時不僅僅社友參與活動更期望社友夫人及寶

眷能夠熱情加入。 

期望貴社每位社友及寶眷都能共享我們台灣式的熱情。 

    最後祝福貴川社社運昌隆、社友事業蓬勃發展、大家身體健康。 

謝謝您們這次特別的接待                                              

 

                    祝 詞 
 

 京都桂川ロータリークラブが創立25周年を迎えられ、ここに記念例会を開催されます  

ことに、台湾三重中央ロータリークラブを代表し心からお祝いを申し上げます。 

 貴クラブと私共のクラブは、２５年にわたり交流を続けて参りました。 

この間、歴代会長の努力のおかげで、今日の深い友情を築くことができました。 

とくに、二年に一度の合同例会とそれに続く親睦旅行が、両クラブの絆を一層強いものにい

たしました。 

なかでも素晴らしことは、両クラブの会員の皆さま方だけではなく、奥様達がさまざまな 

合同活動に熱心に参加されるようになったことです。 

このような交流を通じて両国の友情が緊密になり、両クラブの友好関係がさらに強まり、 

今後の発展につながるのではないかと、楽しみにしております。 

これまでの共同の活動のなかで一番喜ばしいことは、両クラブの新メンバーと奥様の参加で

あります。たとえば、昨年11月の私たちのクラブの記念例会に、貴クラブの新メンバーの 

皆様とご家族の皆様にご出席いただいたことが、両クラブの友情がこれからも末永く続けら

れていく、なによりの証拠だと思います。 

そして、私たちのクラブは、貴クラブの会員の皆様だけではなく、ご家族の方々も、いつで

も私たちのクラブ活動に気軽に参加していただき、台湾式の情熱を身に染みて感じていただ

けるよう、強く希望しています。 

 結びにあたり、貴クラブのますますのご発展と、会員の皆様およびご家族のご健勝をお祈

りし、お祝いの言葉とさせていただきます。 

今回の特別なご招待に、心から厚くお礼を申し上げます。 
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創立２５周年記念事業報告 

創立２５周年実行委員長 森  正廣 

 

創立２５周年テーマ「未来を創る若者へ」 

～青少年の育成と成長を願って～ 

 

 私たちは、創立以来２５年間、地域の青少年活動に継続的にかかわってまいりました。 

青少年の育成には長い時間がかかると共に情熱あふれる指導者の方々によって受け継がれ

ていきます。記念事業と共に、その成果をご報告したいと思っています。 

 次の事業のうち、３．５．６．７．については、この２５年間培ってきたものであり、 

１．２．４．８．９．については、記念事業であります。 

１．京都府青少年道場対抗剣道大会主催 

２．イオンモール京都桂川敷地内に記念植樹 

３．西京少年野球新人戦主催 

４．桂少年剣道クラブへ胴の寄贈  

５．西京少年少女消防クラブの活動支援（制服の寄贈） 

６．障がいのある子どもたちと家族のためのレクレーション主催 

７．京都府立洛西高等学校インターアクトクラブの活動支援 

８．西京警察署桂西口交番所へ広報用ディスプレーの寄贈 

９．阪急洛西口駅西口前に時計台を寄贈予定 

京 都 府 青 少 年 道 場 対 抗 剣 道 大 会 

 
京都桂川ロータリークラブ創立２５周年記念 

京都府青少年道場対抗剣道大会 

 

日 時 ２０１４年１１月２３日（日） 

  ９時３０分～１６時３０分 

場 所 京都市武道センター 

主 催 京都桂川ロータリークラブ 

主 管 京都府剣道道場連盟 

 

 早朝より秋晴れの日曜日、京都市武道センターにおいて京都府下４８チーム、選手約 

３５０名参加の許、京都府剣道道場連盟の全面的なご協力ご支援により開催いたしました。

ご家族や応援の方々を含めると１､０００人を超える規模の大会となりました。 

 剣道大会は、通常、団体戦は、小学生の部、中学生の部と子供達だけの５人制ですが、

今回は指導者２名も加わり、４年生以上の小学生３名、中学生２名、指導者２名の７人制

での道場対抗剣道大会でした。先生方は、日頃子供達を指導している立場上、見苦しいと

ころや、負けるところを見せられないので、

少しプレッシャーだったと思いますが、その

分、試合が盛り上がり、皆様に大変好評でし

た。また、京都新聞の後援もあり、後日別紙

の通り新聞報道もなされました。 

 

  

開会式での選手整列 

 

 

参加賞（ﾏﾌﾗｰﾀｵﾙ） 
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THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

９時５０分、正面の礼の後、 

４コート一斉に試合開始 お互いに礼 → 試合へ 

大会本部席 京都桂川ＲＣのメンバー 

３チームによるリーグ戦の

後、勝ち上った１６チーム

で決勝トーナメント。 

その結果、優勝は京都弘道

館、準優勝は京都清練会、

３位は京都山科少年剣友会

と京都太秦少年剣道部でし

た。 

閉会の挨拶 

末永25周年実行副委員長 

試合終了後のメンバー 

開会の挨拶 

千田会長 

表彰式 
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イオンモール京都桂川敷地内に記念植樹 

西 京 少 年 野 球 新 人 戦 主 催 

 昨年１０月にＪＲ桂川駅前のキリンビール跡地にイオン

モール京都桂川がオープンし、京都桂川ロータリークラブと

同じ名称であることから、イオンモールに記念植樹の申し入

れをしたところ、快く了承していただきました。 

 １２月２５日クリスマスの日に、正面玄関前に約５ｍの高

さの「やまもも」の木を植樹いたしました。 

 周りには、近隣の住民の方々１万人に 

よる１万本の植樹がなされ

ています。 

 １９９３年より、青少年の健全な育成と成長を願って、西京区内の少年野球新人戦を主催し、熱心

な指導者のもと、野球を通して礼儀や精神面の鍛錬など小学校高学年の子どもたちの資質向上に役

立っています。 

 今年は、１４チームが参加し、桂川ファルコンズが優勝しました。 

10 
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桂 少 年 剣 道 ク ラ ブ へ 胴 の 寄 贈 

西 京 少 年 少 女 消 防 ク ラ ブ の 活 動 支 援 

 年度始めの７月８日に西京警察署の道場で

練習をしている地元の桂少年剣道クラブに、

小学生用５コ、中学生用５コ、計１０コの 

試合用の胴を寄贈致しました。 

７月２９日、３０日に日本武道館にて開催 

された「第４９回全国道場少年剣道大会」に

桂少年剣道クラブの中学生が京都代表の一

チームとして出場し、寄贈した胴を早速使用

することが出来ました。 

 西京少年消防クラブでは、火災予防の研修や

応急手当ての講習などの活動により、子ども達

に防火・防災に関する知識や技能を習得させ、

また、団体行動を通じてマナーを身に付けた次

世代のリーダーの育成を目指した教育活動を展

開しています。 

 京都桂川ＲＣでは、より一層充実した防火・

防災教育が実施できるよう西京少年消防クラブ

の活動の支援を表明すると共にクラブ員の制服

とブルゾンを寄贈いたしました。 

 １月１１日の出初式には、西京少年少女消防

クラブも元気に行進致しました。 

第49回全国道場少年剣道大会 

於：日本武道館 

西京警察署での贈呈式 
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京都府立洛西高等学校インターアクトクラブの活動支援 

障がいのある子どもたちと家族のためのレクレーション主催 

 西京区社会福祉協議会では、毎

年「障がいのある子どもたちと家族

のためのレクレーション」を開催して

いますが、その主旨に賛同して活

動を支援しています。 

 また、当日は洛西高等学校イン

ターアクトクラブ員と共に当クラブ会

員も参加しています。 

 ２０１４年１０月１３日に予定してい

ましたが台風で中止になり、２０１５

年４月１９日に再度実施する予定で

す。 

 京都桂川ロータリークラブ創立１０周

年を記念して、京都府立洛西高等学校に 

インターアクトクラブ設立を提唱する。

以後、１５年にわたりその活動を支援し

ています。 

 主に、地区の国際研修事業に参加する

他、独自には台湾三重中央RCとの青少年

交流で台湾でのホームステイの経験もあ

ります。 

 また、本年度は生活介護事業所はるの

里の「はるの里まつり」のボランティア

に参加しました。現在クラブ員は１９名

であります。 
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西京警察署桂西口交番所へ広報用ディスプレーの寄贈 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

阪急洛西口駅西口前に時計台を寄贈予定 

 阪急電車、桂駅西口のバスターミ

ナルに以前から地域住民より要望が

あった交番所が今年３月末頃に新し

く開設されます。それに伴い、今後

ますます発展が著しい桂駅西口周辺

地域住民の安心、安全がより向上す

ると期待されています。今回その交

番所の前に設置する移動式の広報用

ディスプレーを寄贈致しました。 

現在交番所は建設中です。 
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 阪急洛西口駅西口前のロータリーに

平成２７年６月頃、時計台の寄贈を 

予定しています。 

 



 

 

京都桂川ロータリークラブ・クラブソング 

 作詞 安田 勝 

作曲 冨井 宏   

流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 

京都桂川ロータリークラブ応援歌 
 

作詞・作曲 内山正元 
 

生きる喜び深めんと 

ともにつくりし なごみの場 

都の西に根づきたる 

ロータリアン オブ カツラガワ 
 

仲間と夢をひろげんと 

ともに集いし 木曜日 

四つのテストをたしかめる 

ロータリアン オブ カツラガワ 
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三民主義 
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君が代 

 
 

君が代は 

千代に八千代に 

さざれ石の 

いわおとなりて 

苔のむすまで 

奉仕の理想 

 
 

奉仕の理想に集いし友よ 

御国に捧げん我等の業 

望むは世界の久遠の平和 

めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

我等のロータリー ロータリー 

 



 

歴代会長・幹事 

初年度 １９８９-１９９０年  会長 安田  勝   幹事 末永  寛 

１年度 １９９０-１９９１年  会長 安田  勝   幹事 末永  寛 

２年度 １９９１-１９９２年  会長 田中  寛（故人）  幹事 藤井 敏二（退会） 

３年度 １９９２-１９９３年  会長 井上 裕雄（故人）  幹事 山口 靖司（退会） 

４年度 １９９３-１９９４年 会長 山田 将貴（故人）  幹事 岩見 博司（退会） 

５年度 １９９４-１９９５年 会長 大森 英彦   幹事 森  正廣 

６年度 １９９５-１９９６年 会長 内田  健（退会） 幹事 岩田  健（退会） 

７年度 １９９６-１９９７年  会長 谷口 泰義   幹事 高塚 勝巳（故人）  

８年度 １９９７-１９９８年   会長 松尾 義平   幹事 近藤永太郎 

９年度 １９９８-１９９９年  会長 德田 正彦   幹事 内山 正元 

10年度 １９９９-２０００年   会長 鎌野 孝和  幹事 川上  衛（退会） 

11年度 ２０００-２００１年   会長 浅野 辰治（故人）  幹事 吉田  修 

12年度 ２００１-２００２年  会長 上原 従正   幹事 上山 泰弘 

13年度 ２００２-２００３年   会長 瀬田 保二   幹事 中川 俊夫 

14年度 ２００３-２００４年   会長 田中  守   幹事 小寺 信義（退会） 

15年度 ２００４-２００５年   会長 末永  寛   幹事 松村 秀実（退会） 

16年度 ２００５-２００６年  会長 吉田  修   幹事 岩田  健（退会） 

17年度 ２００６-２００７年   会長 豊田弥八郎（退会） 幹事 高塚 勝巳（故人）  

18年度 ２００７-２００８年  会長 藤井文治郎   幹事 上原 従正 

19年度 ２００８-２００９年  会長 児嶋 雄二   幹事 林  良訓 

20年度 ２００９-２０１０年 会長 森  正廣   幹事 内田 勝彦  

21年度 ２０１０-２０１１年 会長 出射 靖生   幹事 松村 秀実（退会） 

22年度 ２０１１-２０１２年 会長 上山 泰弘  幹事 千田  適 

23年度 ２０１２-２０１３年 会長 藤井 敏二（退会） 幹事 髙橋 英明 

24年度 ２０１３-２０１４年 会長 内山 正元   幹事 一口 茂樹 

25年度 ２０１４-２０１５年 会長 千田  適  幹事 万殿 慎二 
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創立２５周年記念実行委員会構成表 

 

鎌野 実行副委員長（記念講演・記念式典例会・祝宴担当） 

記念講演担当  ◎千田  ○吉田 

記念式典例会担当 ◎内山  ○一口 

祝宴担当  ◎上山  ○内田  ○谷口  

登録・受付担当 ◎出射  ○髙橋       

来賓担当  近藤、安田、谷口 

姉妹クラブ  松尾、中川 

友好クラブ  児嶋、林 

川クラブ  上原、德田 

立礼・案内担当 ◎瀬田  ○藤井（文） 

 

末永 実行副委員長（事業・広報・会計担当） 

事業担当  ◎末永  ○万殿  ○稲掛 

広報担当  ◎山本  ○太田  

会計担当  ◎田中  ○山田 

記録担当  ◎王  ○岸上 

（◎委員長、○副委員長） 

京都桂川ロータリークラブ会員 

大森 英彦（名誉会員） 

藤井文治郎 林  良訓 出射 靖生 一口 茂樹 

稲掛 英男 鎌野 孝和 岸上 隆幸 児嶋 雄二 

近藤永太郎 万殿 慎二 松尾 義平 森  正廣 

中川 俊夫 太田 勝彦 千田  適 瀬田 保二 

末永  寛 髙橋 英明 田中  守 谷口 泰義 

德田 正彦 内田 勝彦 内山 正元 上原 従正 

上山 泰弘 王   杲 山田 芳弘 山本 拓生 

安田  勝 吉田  修 
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◇出席率報告◇  

出席率報告『１月２２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２５（３名）９２．５％ 

１月８日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．７％ 

【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 172％ 

【米山奨学会箱】小計 11,000円 今年度累計 368,000円 
目標額 600,000円 達成 61％ 

次回例会 ２月５日（木） 
 

 会員スピーチ 

       ｢雑感」 

   近藤 永太郎会員 

【ニコニコ箱】小計 19,000円 今年度累計  894,370円 
目標額 1,300,000円 達成 69％ 

 

 

千田  適 

・いよいよ２５周年記念式典例会が２日

 後になります。よろしくお願いいたし

 ます。 

 

吉田  修 

・いよいよあさって気を引き締めてやり

 ぬきましょう。 

出射 靖生 ・大寒もすぎました。 

上原 従正 ・寒中お見舞。  

末永  寛 ・後、２日です。 

林  良訓 ・いよいよですね。 

 

 

中川 俊夫 

・自祝 

 創業１００周年記念式典 

 無事すみました。 

万殿 慎二 ・明日から創立２５周年ですね。 

 

児嶋 雄二 

・中川商会 創業１００年おめでとうご

 いました。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、一口 茂樹 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 4,000円  今年度累計 132,000円 

目標額 400,000円 達成 33％ 

万殿 慎二 ・インターアクトの発展に。 

  行事予定  

◆地区内行事 

 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 

 ２月 ８日（日） インターアクト提唱クラブ委員長並びに 

 顧問会議 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 14：00～17：00 

 ２月 ８日（日） 第2回社会奉仕委員長会議 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 13：30～16：30 

 ２月２１日（土） ロータリーリーダーシップ研究会 

 RLI卒後コース  新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 

 13：00～17：00 

◆クラブ内行事  

 １月２５-２６日 台湾三重中央RCとの城崎温泉1泊旅行 

 ２月 ５日（木） 現次年度合同理事役員会 

 ２月２１日（土） 新年会および創立２５周年打上げ会 

 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 

１．１月２５日、２６日台湾三重中央ＲＣとの  

 城崎温泉一泊旅行に台湾三重中央ＲＣより 

 ２３名、桂川ＲＣより１０名が参加します。 

２．１月２９日（木）の例会は本日２４日（土）

 に例会日時変更となっており、例会は休会で

 す。 

３．２月５日（木）例会終了後、現次年度合同理

 事役員会が開催されます。関係各位の出席を

 お願い致します。 

４．２月２４日（火）京都西南ＲＣとの合同例会

 が開催されます。 
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【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 20,000円 今年度累計 389,000円 
目標額 550,800円 達成 71％ 

 

山本 拓生 

・遅くなりましたが新年あけまして 

 おめでとうございます。 

 

吉田  修 

・尺八演奏の機会を与えていただいて

 末永さんに感謝！！ 

 

万殿 慎二 

・次年度 補助金管理セミナーに参加し

 てきます。 

BOXへ 末永  寛、千田  適、稲掛 英男 

鎌野 孝和、田中  守 

 

児嶋 雄二 

・自祝 

 九州工場創業４０年。 

安田  勝 ・中東に平和を！ 

谷口 泰義 ・２５周年の準備等本当にごくろうさん。 

 

万殿 慎二 

・娘が２４日から留学です。 

 またまたさみしいです。 

BOXへ 田中  守、千田  適、吉田  修 

鎌野 孝和 

・自祝  

 中国工場創業２０年。 

 

児嶋 雄二 

 

出射 靖生 

・錦織 圭 

 タイブレークでストレート勝ち。 

内山 正元 ・明日、明後日 皆様頑張りましょう！ 



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 

｢未定」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】  

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～ 

２月５日 

（木） 

㈱京都総合経済研究所 常務取締役 調査部長 森 秀人様 

【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】 

「未定」 

 

「未定」 

「京の着だおれ」 

「第５回クラブアセンブリー 上半期活動報告 下半期活動計画」 

クラブ創立５７周年記念例会 「おもしろ おかしく」 

京都市中京区長 池田  健様 「中京区のまちづくり～高瀬川開削４００周年記念事業～」 

｢未定」 

｢最高裁判所 裁判官の生活を振り返って」 

｢国際奉仕について」 

㈱アート・カラー代表 カラーコンサルタント  能口 祥子様 

RI第2650地区パストガバナー  

京都ＲＣ会員 堀場 雅夫様 

京都造形芸術大学 教授 本間 正人様 

 

「知らないと損する男性更年期の話」 

－京都平安RCとの合同例会－ 

「人と組織の可能性をひらくコーチング」 

｢２０１５年経済のゆくえを探る」 

「未定」 

-新会員スピーチ-「京菓子屋の下請け業」 石田 宏次様 

｢心をつかむ色彩のコツ」 

「会員スピーチ」 

「未定」 

｢未定」 

各委員会委員長 

国際奉仕委員長 梶野 興三様 

 

元関電役員 西村 寅雄様 

会員 藤井 正泰様 柴田正次郎様 

京都市副市長 藤田 裕之様 

日本和装師会 会長 服飾評論家 市田ひろみ様 

【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】 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

「休会」 ＊ビジター受付はありません。 【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 京都東 １月３０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 

２月２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月４日 

（水） 

「RLIについて」 

 

｢青少年交換学生について」 

「原子力発電の諸問題」 

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 

RI第２６５０地区RLI委員会ディスカッションリーダー 北尾 隆明様 

田中 安比呂会員 

 

はばたき綜合法律事務所 特別顧問 田原睦夫様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 
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京都府立医科大学 内分泌・糖尿病・代謝内科 
准教授 福井 道明様 



バナーの由来 

 保津川は桂川と名を変え洛西の地を悠々と流れて淀川にそそぐ。

その右岸に松尾神社が在る。京都最古の神社として知られ平安京の

守護神であった。現在は酒の神として崇められている。図柄は桂川

を渡る同神社の御輿の舟渡御である。平成の世に生まれた新クラブ

の船出と世界の平安と繁栄を祈念した姿を表している。 

 作は染織家 渋谷和子氏で染の技法を和紙に応用したものである。

また横棒は洛西の象徴である竹を使用している。 


