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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 

201５.２.１９ No.1207 Vol.25-29 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．２月２６日（木）の例会は２４日（火）に変更

 し、京都西南ＲＣと合同例会を行います。 

２．２月２１日（土）新年会および２５周年打上げ

 会が京料理「畑かく」において開催いたしま

 す。 

３．２月２１日（土）第２６５０地区RLI卒後コース

 が開催され、稲掛会長エレクトが出席されます。 

第１２０７回例会 ２０１５年２月１９（木） Vol.２５-２９ 

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・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７回クラブ討論会  

（社会奉仕・国際奉仕） 

閉会点鐘    13：30 

◇例会臨時変更のお知らせ 

３月２６日（木）京都西山ＲＣ 

ビジター受付は平常通り行われます。 

２月２７日（金）京都東ＲＣ 

３月３１日（火）京都東山ＲＣ 

以上、ビジター受付はありません。 

「二胡演奏」   

  二胡奏者  

尾辻 優衣子様  

京都洛中ＲＣ創立３５周年 

記念例会・祝賀会のご案内 

 

日 時：２０１５年４月２５日（土） 

登録受付 １３：００ 

記念例会 １４：３０ 

記念講演 １６：１５  
京都造形芸術大学学長 尾池 和夫氏 

祝賀会 １８：００～２０：３０ 
 

場 所：京都ホテルオークラ 
 

登録料：お一人 １５，０００円 

 

 ＊申し込みは３月１０日（火）までに当事務局 

  までお願い致します。 

 

◆第２回社会奉仕委員長会議 
 

 社会奉仕委員長 上原 従正 

 

日時： ２０１５年２月８日（日） 

 １３時３０分～１６時３０分 
 

場所： リーガロイヤルホテル京都 
 

内容： 北河原ガバナー、岩井地区委員長の開会

挨拶の後、記念講演は民間企業(京セラ)より公

募で兵庫県豊岡市の副市長に就任(２期目)され

ている真野 毅氏が『地方創生～観光から交流

へ 体験から移住へ～』と題して、公共セク

ターにおける民間企業との協働による発展して

いる観光事業の実績と共に 職員の意識改革の

取り組みについて講演され感銘を受けた。続い

て、社会奉仕事業報告は５クラブから上期の事

例発表が行われた。 

日 時  2015 年 2 月 5 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、稲掛、内山、万殿、内田、出射 

  児嶋、上原、山本、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．新年会および創立25周年打上げ会について 2/21

４．京都西南ＲＣとの合同例会について 2/24 

５．第８回クラブ討論会（広報）について 3/19 

６．ＲＹＬＡ受講生について 

７．会員増強について 

８．その他 

日 時 2015 年 2 月 5 日(木) 

  現年度理事役員会終了後 京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  稲掛、千田、吉田、田中、森、出射、鎌野 

  内田、児嶋、万殿、末永の各会員 
   

 議 事 

１．ＣＬＰ委員会構成（案）に関する件 

２．年間行事予定に関する件 

３．財団地区補助金申請について 

４．米山奨学生受入れについて 

５．その他 

 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  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 

  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 

 ５月１０日（日） 第１８回川ｸﾗﾌﾞ友好の集い（岡山旭川ＲＣﾎｽﾄ） 

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月１２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２６（４名）９２．８％ 

ご来客  ２名 

１月２４日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 １００％ 

次回例会 ２月２４日（火） 
  

－京都西南ＲＣとの合同例会－ 

【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 1,000円 今年度累計  139,000円 
目標額 400,000円 達成率 35％ 

BOXへ 吉田  修 

【米山奨学会箱】小計10,000円  今年度累計 396,000円 
目標額 600,000円 達成率 66％ 

 

内山 正元 

・モンゴルからの奨学生を受け入れるこ

 とになったようです。 

安田  勝 ・尾辻さんの二胡演奏楽しみです。 

 

上原 従正 

・次年度はモンゴルからの奨学生を迎え

 るとのこと。 

BOXへ 吉田  修、千田  適 

【ニコニコ箱】小計 16,000円 今年度累計 1,101,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 85％ 

千田  適 ・尾辻さんの二胡の演奏楽しみです。 

 

森  正廣 

・吉田元比古さんありがとうございま

 す。 

出射 靖生 ・尾辻様の演奏楽しみに。 

 

岸上 隆幸 

・二胡の生演奏は初めてです。 

 楽しみにしております。 

 

万殿 慎二 

・吉田さん 尾辻さん 

 よろしくお願いいたします。 

太田 勝彦 ・本日早退します。 

山本 拓生 ・尾辻さんの演奏を楽しみに。 

稲掛 英男 ・尾辻さんのスピーチ楽しみに。 

BOXへ 児嶋 雄二、中川 俊夫、一口 茂樹 

 

 

吉田  修 

・昨日、夫婦で福知山で遊びました。 

 ひと足早くボタン鍋をいただきまし

 た。猪突猛進だ－。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 9,000円 今年度累計 411,000円 
目標額 550,800円 達成率 75％ 

千田  適 ・吉田さん 久しぶりです。 

 

末永  寛 

・千田さん 森さん 先日はありがとう

 ございました。 

 

吉田  修 

・元比古さん 

 今日はようこそ ウェルカム！！ 

BOXへ 出射 靖生、岸上 隆幸、稲掛 英男 

谷口 泰義 ・元比古さん ようこそ 

 

会員誕生日お祝い   

  ２日 瀬田 保二会員     ７日 稲掛 英男会員 

   ２３日 近藤永太郎会員 ２５日 岸上 幸会員 
  

夫人誕生日お祝い 

  １日 瀬田 保二会員夫人 和子様 

   １２日 上山 泰弘会員夫人 美絵様 

   １７日 林  良訓会員夫人  敦子様 

 ２８日 一口   茂樹会員夫人  かおり様 
 

結婚記念日お祝い 

   ７日 内田 勝彦会員 ９日 谷口 泰義会員 

   １２日 一口 茂樹会員      １５日 山田 芳弘会員 
 

創業記念日お祝い 

 １日 万殿 慎二会員  (有)万殿建設 

   １日 中川 俊夫会員 ㈱中川商会 

  １日 藤井文治郎会員 糸屋ホテル 

   １９日 吉田  修会員 吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 

 

 ２月おめでとうございます 

2015-16年度、 

Ｋ.Ｒ.ラビンドランRI会長 

年度のテーマが 
 

「世界へのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄになろう」 

（Be a gift to the world） 
 

と発表されましたので 

お知らせ致します。 

 



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 

「未定」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
三木竹材店 三木 崇司様 

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２６日 

（木） 

ロータリー情報委員会 北尾クラブ研修リーダー 

【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」～Part2～ 
㈱チェンジ・アップ 代表取締役  

荒尾 千春様 

－ﾛｰﾀﾘｰ創立記念ｽﾋﾟｰﾁ－「ﾛｰﾀﾘｰ創立110周年世界理解と平和の日」 

～国際奉仕ｸﾗﾌﾞ・ﾌｫｰﾗﾑ～ 

「ｴｸｱﾄﾞﾙにみるｶｶｵのお話」 

「今の子どもたちの姿とパオの活動意義」 

「秦河勝が建立した広隆寺は教会だった 

-『聖書の国・日本』ｹﾝ・ｼﾞｮｾﾌ・ｼﾆｱ＆ｼﾞｭﾆｱから－」 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 国際奉仕委員長 岩本 金悟様 「レイテポリオミッションについて」 

「経営者に求められる、コミュニケーションと話し方」 

「近ごろ思うこと」 遠藤 賢一会員 

「カメリアにおける就労支援について」 

会員 水野 成人様 

NPO法人太秦歴史探訪舎理事 米澤 正尚様 

産経新聞 論説委員 山上 直子様 

RI第3360地区（ﾀｲ北部）チェンライRC直前会長 原田 義之様 

京都市消防局救急課指導係長 清川 智弘様 

会員 三輪 泰司様 

「新しい四条通りについて」 

「教育・子育て環境日本一のまち・京都の実現に向けて！」 

「輝く瞳に会いに行こう」 

「会員満足度アンケート＆ディスカッション」 

「バンジョー弾きが語る“アメリカ音楽史”」 

－世界理解月間に因んで－「世界の平和」 （公財）ﾛｰﾀﾘｰ日本財団 理事長 千 玄室様 

「私と仕事」 

「女性の茶の湯」 

「声がれに注意」 

～音楽例会～｢笛で世界を巡る」 

特定非営利活動法人 乙訓ﾊﾟｵ 理事長  

三浦 千尋様 

多機能型事業所ｶﾒﾘｱ施設長 栗森 雄児様 

笛演奏家 きしもと タロー氏 ｷﾞﾀｰ演奏家 千葉 泉様 

京都市建設局道路環境整備課 

 

 

公益財団法人School Aid Japan 理事・事務局長 住田 平吉様 

㈱ﾊﾞｲｶﾙ 代表取締役 京都府洋菓子工業協同組合副理事長 

川勝 亘晃様 

【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２０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２３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月２４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月２５日 

（水） 

－京都桂川RCとの合同例会－ 

京都府医科大学耳鼻咽喉科学教室 教授 久  育男様 

「スーパーサーズデー」 

「音楽例会」 

－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 

 

筒井 紘一会員 

シンガーソングライター 北村  謙様 

「終戦から70年（70年前を省りみる）」佐野 友泰様 

京都市教育委員会 総務部長 

稲田 新吾様 


