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2014～15京都桂川RC 
会長ﾃｰﾏ 千田  適 
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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 

201５.２.５ No.1205 Vol.25-27 

「創立２５周年記念式典例会」 

於：ホテルグランヴィア京都 



 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会が開催

 されます。 

２．１月３１日（土）次年度ロータリー財団補助

 金セミナーが京都JA会館において開催され、当

 クラブより吉田次年度幹事と万殿次年度Ｒ財団

 委員長が出席いたしました。 

３．２月８日（日）第２回社会奉仕委員長会議が

 開催され、上原社会奉仕委員長が出席されます。 

第１２０５回例会 ２０１５年２月５（木） Vol.２５-２７ 

◇例会臨時変更のお知らせ 

 ２月 ６日（金）京都洛西ＲＣ 

 ２月１２日（木）京都南ＲＣ 

以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ２月 ６日（金）京都乙訓ＲＣ 

 ２月１６日（月）京都平安ＲＣ 

以上、ビジター受付はありません。 

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」 

  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 

 －会員スピーチ－  

  「雑感」 

近藤 永太郎会員  

閉会点鐘    13：30 

 

創立２５周年記念講演会・式典例会・祝宴 

日 時 ２０１５年１月２４日（土） 
 

 受 付 開 始  １５：１５ 

 記 念 講 演  １６：００ 

  「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 史子氏 

 記念式典例会 １７：１５ 

 祝   宴  １８：３０ 

 

場 所 ホテルグランヴィア京都 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

記 念 講 演 会 

式 典 例 会 

創立２５周年記念講演会・式典例会・祝宴 
 

平成２７年１月２４日午後４時からホテルグランヴィアにおいて、京都府知事・京都市長はじめ 

ご来賓・ご来客１３５名、会員・家族等５０名、合せて１８５名の登録のもと盛大に開催することが

出来ました。これもひとえに会員・家族等の皆様のご協力のおかげと感謝致しております。有難うご

ざいます。 

 まず、４時からの講演会では、講師に奥野史子氏をお迎えし「夢に向かって進むことのすばらし

さ」と題してご講演をいただきました。オリンピックには魔物が住んでいるなどのエピソードをまじ

え楽しく拝聴いたしましたが、そこには講師の強い意志を感じました。 

 つづいて、５時１５分からの式典例会では、会長挨拶のあと、知事・市長・ガバナー・京都西南Ｒ

Ｃ会長・台湾三重中央ＲＣ会長から、それぞれ心温まるご祝辞を賜りました。 

 そのあと、記念事業報告・祝電披露・幹事報告・ニコニコ報告とつづき、定刻の閉会点鐘となりま

した。 

 席を替えて、６時３０分いよいよ祝宴の開始です。まず、吉田会員の尺八演奏につづいて「日本剣

道形」の演武を披露していただきました。さすがに、楢崎剣道範士八段と緒方剣道教士八段の気迫の

籠った打太刀・仕太刀を拝見し、剣道の奥深さを感じました。 

札幌真駒内ＲＣ会長のご祝辞のあと、ガバナー・創立時ガバナー・台湾三重中央ＲＣ会長・札幌真駒

内ＲＣ会長・千田会長・安田初代会長の６氏による鏡割りを台湾のご夫人方１０名の応援のもと披露

し、津田創立時ガバナーの音頭で杯を上げました。 

 なかほど、台湾三重中央ＲＣおよび札幌真駒内ＲＣとの記念品交換、ならびに台湾のピース初代会

長と桂川の安田初代会長の記念品交換が行われました。 

 宴も盛況のうち、中川副会長の閉会のことば・「手に手つないで」でお開きとなりました。 

みなさんお疲れ様でした。 

                       創立２５周年実行委員長 森 正廣 
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式 典 例 会 

創立２５周年記念講演会・式典例会・祝宴 
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THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

祝 宴 

ウ ェ ル カ ム パ ー テ ィ ー 
於：リーガロイヤルホテル京都 

１８：３０～ 

出席者 

三重中央ＲＣ ２３名 

札幌真駒内ＲＣ ９名 

京都桂川ＲＣ ３８名 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

祝 宴 

ウ ェ ル カ ム パ ー テ ィ ー 
於：リーガロイヤルホテル京都 

１８：３０～ 

出席者 

三重中央ＲＣ ２３名 

札幌真駒内ＲＣ ９名 

京都桂川ＲＣ ３８名 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇ －創立25周年記念式典例会－ 

出席率報告『１月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２９（５名）１００％ 

ご来賓・ご来客 １４９名 

１月１５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２％ 

  行事予定  

◆地区内行事 

  ２月 ８日（日） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ提唱ｸﾗﾌﾞ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・ﾘｰﾀﾞー ｼｯﾌﾟ研究会 

 RLI卒後ｺｰｽ 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 

 13：00～17：00 

  ３月 ７日（土） 京都市域第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ会員増強地域別会議 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ３Ｆ 13：00～17：00 

 ◆クラブ内行事  

 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 

次回例会 ２月１２日（木） 

 「二胡演奏」   

  二胡奏者  

尾辻 優衣子様  

【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％ 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 0円  今年度累計  128,000円 

目標額 400,000円 達成率 32％ 

  

第８回桂川流域クリーン大作戦 

実施概要 
 

実施地区 桂川流域 
 

実施日 ２月２２日（日）雨天→３/１（日） 
 ＊前日午後７時前のNHK天気予報で実施決定 
  実施日午前中の降水確率７０％以上は中止 
 

集合場所 桂大橋の桂離宮側 
 

時間予定  ８：３０ 受付開始 
 ９：００ あいさつ＆注意事項説明 
 ９：３０ 清掃作業開始 
      １１：００ 集めたｺﾞﾐ袋を指定場所に集積 
      １１：３０ 終了 用具返却 現地解散 

 

【米山奨学会箱】小計 0円  今年度累計  357,000円 
目標額 600,000円 達成率 60％ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計   0円 今年度累計 369,000円 
目標額 550,800円 達成率 67％ 

【ニコニコ箱】小計 155,000円 今年度累計 1,049370円 
目標額 1,300,000円 達成率 81％ 

京都西南ＲＣ 

創立時拡大委員長 

元京都西南ＲＣ会員 

矢野  進様 

・貴ＲＣの一層のご発展と活躍

 を祈念して。 

  

台湾三重中央ＲＣ 

名誉会員 

大森 英彦 

・２５周年お目出度うございます。 

 

 

千田  適 

・ようこそ、２５周年記念例会にお越し

 いただきました。 

 ありがとうございます。 

 

谷口 泰義 

・２５周年多くの皆様方のお陰様で迎え

 られました。 

児嶋 雄二 ・祝自クラブ ２５周年。 

鎌野 孝和 ・２５周年 自祝。 

出射 靖生 ・創立２５周年記念例会を祝し。 

BOXへ 林  良訓、岸上 隆幸 

京都ＲＣ 

会長 佐竹 力總様 

幹事 河内  誠様 

・京都桂川ロータリークラブ

 創立２５周年心よりお祝い申

 し上げます。 

京都北ＲＣ 

会長 橘 重十九様 

幹事 水島 光男様 

・本日はおめでとうございます。 

  

京都西ＲＣ 

会長 宮本 研二様 

幹事 髙津 博行様 

・京都桂川ロータリークラブ様

 創立２５周年誠におめでとう

 ございます。 

京都北東ＲＣ 

会長 田中 俊夫様 

幹事 西川 史郎様 

・お目出度うご座います。 

  

岡山旭川ＲＣ ・本日は、２５周年おめでとう 

 ございます。 

安田  勝 ・祝、２５周年記念式。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

山本 拓生 ・皆様ようこそおこし下さいました！ 

王   杲 ・慶祝 二十五周年。 

内山 正元 ・２５周年、よくここまで来れました^_^ 

上原 従正 ・創立２５周年自祝。 

末永  寛 ・祝 創立２５周年例会。 

瀬田 保二 ・祝２５周年、共に祝う。 

万殿 慎二、吉田  修、松尾 義平 

田中  守、藤井文治郎、德田 正彦 

・祝 創立２５周年。 

稲掛 英男、一口 茂樹、近藤永太郎 

・２５周年を祝して。 



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 

「里親制度について」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
里親サポートセンター青い鳥 チーフ 西村 孝子様 

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～ 

２月１２日 

（木） 

㈱ｹｱﾌｫｰﾄ 代表取締役社長 

村山 智幸様 

【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】 

-祝日休会- 

 

－世界理解月間ｽﾋﾟｰﾁ－「ﾐｬﾝﾏｰﾐｯｼｮﾝ報告～私のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験～」 

「茶の湯の春－結び柳のこと－」 

「今年度のロータリー活動を振り返って」 

「創立45周年記念式典」 6日→7日（土） 

「人生にセカンドチャンスあり」 

近江屋ロープ㈱ 代表取締役社長 野々内達雄様 「老舗問屋が何故生き残れたのか」 

-祝日休会- 

トンブリRC及びカンボジア訪問のため休会 

「マカオRC訪問報告」 

 

樹洩陽舎（こもれびしゃ）舎幹 栖雲 深泥様 

担当：国際奉仕委員長 安澤 英治様 

 

 

会員 沖田 吉儀様 

「イスラムの文様について」 

-祝日休会- 

-祝日休会- 

「高齢者の在宅生活の現状～これからの介護予防～ 

「サッカーを通じた地域貢献」 

-祝日休会-  

クラブデー 

「未定」 

「私の職業」 

－故 大井 武和会員追悼例会－ 

＊ビジター受付はありません。 

マカオRC訪問参加会員 

会員 野沢 義忠様  五十川 繁様  松宮 嘉孝様 

岡本 繁夫会員 

川﨑重工業㈱ 航空宇宙カンパニー 顧問 渡邊 至之様 

会員 北村 寿朗様 

武者小路千家第14代家元 官休庵理事長 千 宗守様 

会員 久保 和子様  幹事 多田 裕昭様 

【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 

２月６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９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月１０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月１１日 

（水） 

「故 桂 紹源会員追悼例会」 

RI第2650地区職業奉仕委員 会員 藤原 敏治様 

「セレモニーとマジック」 

「日本の防空体制」 

国際奉仕フォーラム 

◆ 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 

植松 繁一様  玉城 博和様 

 

㈱京都パープルサンガ 営業部 萩原 勝利様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 


