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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 

201５.２.１２ No.1206 Vol.25-28 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．２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した。 

２．２月２１日（土）１８時より京料理「畑かく」

 において新年会および２５周年打上げ会を開催い

 たします。多数のご参加よろしくお願いいたしま

 す。 

第１２０６回例会 ２０１５年２月１２（木） Vol.２５-２８ 

 

 

 尾辻 優衣子（おつじ ゆいこ）様 
 

 ご略歴 

 １３才より二胡を始める。 

 翁棋松、賈鵬芳、王永徳 各氏に師事。 

第１３回 中国音楽コンクール 銀賞 

第１４回 万里の長城杯国際音楽コンクール４位 

（最高位入賞） 

第１４回 大阪音楽コンクール民族楽器部門ファイナリスト 

さまざまなイベントやラジオなど幅広く演奏普及活動を行う。 

2014-15年度 第３回炉辺会合のお知らせ 
 

本年度第３回炉辺会合を３月末日迄に開催いただき、 

会合終了後には事務局宛へ報告お願いします。 

＊テーマ「創立２５周年記念日を振り返って」       

 クラブ管理運営委員長 出射 靖生 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 稲掛 谷口 
藤井、林、中川、一口、千田 

瀬田、児嶋、田中、大森 

2 内田 末永 
松尾、森、太田、上山、王 

万殿、山田、出射 

3 山本 吉田 
德田、髙橋、内山、上原 

鎌野、安田、岸上、近藤 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「冬の夜」 

  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 

 「二胡演奏」   

  二胡奏者  

尾辻 優衣子様  

閉会点鐘    13：30 

◇例会臨時変更のお知らせ 

 ２月１７日（火）京都東山ＲＣ 

ビジター受付は平常通り行われます。 

 ２月１６日（月）京都平安ＲＣ 

 ２月２７日（金）京都東ＲＣ 

以上、ビジター受付はありません。 

今日の歌   冬の夜 

燈火
ともしび

ちかく 衣縫
き ぬ ぬ

う母は 

春の遊びの  楽しさ語る 

居並ぶ子供は  指を折りつつ 

日数数えて  喜び勇む 

囲炉裏火
い ろ り び

は とろとろ 

外は吹雪 

  行事予定  

◆地区内行事 

  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 

  ２月２５日（水） 2014-15年度 賛西会 会長・幹事情報交換 

 京の焼肉処 弘 祇園山名庵 18：00～ 

  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 

  京料理「畑かく」 18：00～ 

 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、シルクロード     喜多郎作曲 

2、夜来香〜イェライシャン〜       

  黎錦光作曲 

3、川の流れのように 見岳章作曲 

4、春よ来い       松任谷由実作曲 

5、睡蓮             賈鵬芳作曲 

6、賽馬              黄海懐作曲 

－会員スピーチ－  

「雑感」 

近藤 永太郎会員

  
   



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

● 地区公示 ● 

国際ロータリー第2650地区2017-18年度 

 ガバナー候補者の推薦 
 

2017-18年度の当地区のガバナーについて、去る
2015年1月31日京都ホテルオークラにて、国際
ロータリー細則13.020.2に基づき「地区ガバ
ナー指名委員会」が開催され、慎重審議の結
果、2017-18年度当地区ガバナー候補者として、
京都東ロータリークラブ会員 田中 誠二君を推
薦することに決定致しました。 
但し、地区内いずれのクラブも国際ロータリー
細則13.020.8の規定に基づき別の候補者を推薦
することが出来ますが、対抗候補者を推薦しよ
うとするクラブは、クラブ例会にて採択された
決議に従って、候補者の氏名を公示期間内にガ
バナー宛に提出しなければなりません。 
なお、その期限内にいずれのクラブからも候補
者推薦採択決議書の提出がない場合、ガバナー
は「地区ガバナー指名委員会」の推薦した候補
者が、2017-18年度ガバナーであることを確定し
ます。 
公示期間は、国際ロータリー細則13.020.8に準
拠し、地区ガバナー指名委員会によるガバナー
選出公表を2015年2月3日（火）とし、2015年2月
16日（月）を以って、公示期限とします。 

13.020.8 対抗候補者 
 

当該年度の初めの時点で設立から少なくとも１年が
経過している地区内クラブは、ガバナー・ノミニーの対
抗候補者を推薦することができる。年度初めの時点で
設立からまだ１年が経過していないクラブは、対抗候
補者が自クラブの会員であることを条件に、対抗候補
者を推薦することができる。対抗候補者は、既に指名
委員会に対して正式に推薦されている者でなければ
ならない。対抗候補者の氏名は、クラブ例会で採択さ
れた決議に従って提出しなければならない。クラブ
は、ガバナーの定める期日までに、決議をガバナーに
提出しなければならない。その期日は、指名委員会に
よるガバナー･ノミニー選出公表から少なくとも２週間
後とする。 

  

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２６（５名）８９．６％ 

ご来客  ０名 

１月２２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．５％ 

次回例会 ２月１９日（木） 

 クラブ・デー 

 第７回クラブ討論会  

（社会奉仕・国際奉仕） 

【ニコニコ箱】小計 36,000円 今年度累計 1,085,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 83％ 

千田  適 ・２５周年記念例会ご苦労さまでした。 

末永  寛 ・創立２５周年 皆様ご苦労様でした。 

出射 靖生 ・創立記念 皆様おつかれさまでした。 

 

吉田  修 

・皆さん、２５周年ではお互いにお疲れ 

 さまでした。 

 

児嶋 雄二 

・会員の皆様 

 ２５周年大変おつかれさまでした。 

森  正廣 ・２５周年ご協力ありがとうございます。 

德田 正彦 ・近藤会員のスピーチを楽しみに。 

松尾 義平 ・近藤先生 スピーチよろしく。 

近藤永太郎 ・貴重な機会をいただき恐縮です。 

万殿 慎二 ・２５周年記念例会ご苦労様でした。 

 

岸上 隆幸 

・創立２５周年記念行事盛大に無事終了

 しましたことおめでとうございます。 

中川 俊夫 ・２５周年ご苦労さまでした。 

 

田中  守 

・近藤先生のスピーチ久しぶりで楽しみ

 です。 

瀬田 保二 ・近藤会員のお話しを楽しみに。 

稲掛 英男 ・近藤さんのスピーチ楽しみに。 

 

藤井文治郎 

・近藤さんのスピーチ久しぶりで楽しい

 です。 

BOXへ 鎌野 孝和、上山 泰弘、林  良訓 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計13,000円 今年度累計 402,000円 
目標額 550,800円 達成率 73％ 

千田  適 ・寒い日が続きますが、お体大切に！ 

田中  守 ・森さん、末永さんお疲れ様でした。 

内山 正元 ・近藤さん、期待しています^_^ 

 

吉田  修 

・森実行委員長はじめ役員の皆様に

 感謝！！ 

森  正廣 ・城崎温泉旅行のんびりしました。 

BOXへ 藤井文治郎、鎌野 孝和、上山 泰弘 

【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6,000円 今年度累計  138,000円 

目標額 400,000円 達成率 35％ 

安田  勝 ・記念例会盛会でよかった！ 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、田中  守 

【米山奨学会箱】小計18,000円  今年度累計 386,000円 
目標額 600,000円 達成率 64％ 

 

稲掛 英男 

・台湾の飛行機事故大変でしたネ 

 昨年は何もなくてよかったですネ。 

 

 

出射 靖生 

・立春すぎても寒いですね。 

 近藤会員のスピーチであたたかくなる

 かも 

德田 正彦 ・祝 ２５周年 会長始めおつかれ様。 

 

松尾 義平 

・三重のメンバー 

 無事に帰りました。協力に感謝。 

上原 従正 ・近藤会員のスピーチを楽しみに 

 

谷口 泰義 

・近藤さんのスピーチ楽しみにしており

 ます。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、吉田  修 

千田  適、岸上 隆幸 



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 

「第３回クラブフォーラム」 
【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１９日 

（木） 

能面作家/滋賀能楽文化を育てる会 副会長 伊庭 貞一様 

【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】 

「生死を分ける３分間」～Part１～ 

 

「京都府警察における女性施策の推進について」 

～新会員ｽﾋﾟｰﾁ～ 

「未定」 

第６回フォーラム 国際奉仕について 

「米山奨学生のカウンセラーを受け持って」 

京都拘置所教戒師 学校法人 ほとけのこ学園理事 大西 秀樹様 「少年Kの犯罪」 

クラブ・デー 

「フィリピンレイテ島ミッション」 

「新聞記者が見る日本経済と株価」 

からだ整美師 伊藤かな子様 

会員 石田 公和様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

京都市消防局救急課指導係長 清川 智弘様 

京都府警察本部地域部鉄道警察隊隊長 

京都府警視 小山 雅子様 

「休会」 

クラブ・デー「ロータリー情報部門 第５回クラブフォーラム」 

「クラブデー」 

「能面と私」 

「日本の美意識を京都から世界へ」 

「こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した」 認定NPO法人 ﾃﾗ・ﾙﾈｯｻﾝｽ 

理事・創設者 鬼丸 昌也様 

「呼吸で人生は変わる！奇跡のろっ骨ｴｸｻｻｲｽﾞ・ｶｷﾗ」 

「熊野の筆から世界の筆へ」 

「紙・絹・文化財保存修理」 

－ﾛｰﾀﾘｰ創立記念例会－「土曜例会の変更」金井塚 修会員 

国際奉仕委員会 委員長 日下 梯宏会員 

日本経済新聞記者 大酒 丈典様 

「思いつくまま」 田辺 親男会員 

＊ビジター受付はありません。 

京都府立大学 準教授 上杉 和史様 

㈱京都水産 取締役会長 京都東山ＲＣ会員 横尾 浩志様 

「半生を振り返る」永原 章之会員「自己紹介（私と社業について）」木村元彦会員 

西日本高速道路㈱ 監査役 上村 多恵子様 

【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１３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１６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月１７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月１８日 

（水） 

「二胡演奏」 

㈱藤岡光影堂 代表取締役 京都北RC会員 藤岡 春樹様 

「くたばれスキーヤー」 

「日本の古地図」 

→１５日（日）へ例会日時・場所臨時変更 

◆ 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 

二胡奏者 尾辻 優衣子様 

㈱白鳳堂 広報宣伝部長兼雑誌「ふでばこ」編集人 越田 昇様 

青山ﾋﾞｭｰﾃｨｰ学院高等部東京校 京都校 両校長  

ﾌﾛﾑﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｶﾃﾞﾐｰ校長、美容家 小林 照子様 

小西 清茂会員 猪田 浩史会員 

 


