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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 

201５.２.２４ No.1208 Vol.25-30 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．本日は京都西南ロータリークラブとの合同例会

 です。 

２．２月２１日（土）新年会および創立２５周年打

 上げ会が京料理「畑かく」さんにおいて開催され 

 ました。 

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し

 た。 

４．次週例会終了後、３月度定例理事役員会および

 次年度理事役員会が開催されます。 

第１２０８例会 ２０１５年２月２４日（火） Vol.２５-３０ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテストの歌」 

 今日の歌「うれしいひなまつり」 

  会長挨拶 

   ご来客のご紹介 

    食事歓談 

    寄付報告 

  幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ    13：00 

     京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 千田   適会長  

     京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 鈴木 英正会長 

閉会点鐘    13：30 

◇例会臨時変更のお知らせ 

３月１０日（火）京都伏見ＲＣ 

３月２６日（木）京都西山ＲＣ 

 以上、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 ６日（金）京都洛西ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

クラブデー 

第７回クラブ討論会 

 
 

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。 

 

 

  行事予定  

◆地区内行事 

  ２月２５日（水） 賛西会 会長・幹事情報交換会 

 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 

  ３月１５日（日） 会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ（PETS） 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 10：30～18：45 

  ４月１１日（土） 地区大会 

 会長・幹事・地区委員長会議  

 ﾎﾃﾙ日航奈良 13：30～15：30 

 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会  

 ﾎﾃﾙ日航奈良 17：00～19：00 

４月１２日（日）地区大会 

 本会議 11：30受付 13：00～16：30 

 大懇親会  17：00～18：30 

 なら100年会館 

 ◆クラブ内行事  

 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） 

京都西南ロータリークラブとの合同例会 

 ２月会員誕生日 

     のお祝い 

  

瀬田会員、岸上会員、

稲掛会員、千田会長 
 

おめでとうございます 

上原社会奉仕委員長 松尾国際奉仕委員長 

 

障がいのある人と家族のための 

レクリェーション２０１４ 
 

 日 時： ４月１９日（日）  

  ８：２０ 西京区役所 ８：３５ 境谷大橋 出発  

場 所： インスタントラーメン発明記念館、大阪城公園 

参加費： ３，０００円 

＜ｽｹｼﾞｭｰﾙ＞ 

８：２０  西京区出発 

１０：００～１１：５０ インスタントラーメン発明記念館 

１２：３０～１４：００ ホテル京阪ユニバーサルタワー 

１４：４０～１６：３０ 大阪城公園 

１８：３０頃  西京区到着予定 



 

 

京都桂川ロータリークラブ会員名簿 

会員名 職業分類 勤務先    役職 

大森 英彦   名誉会員 大森会計事務所 所長 

藤井文治郎 ビジネスホテル ㈱京都糸文 代表取締役社長 

林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

一口 茂樹 化粧品小売 みきや化粧品店 代表 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

岸上 幸 不動産事業企画 ㈱ジェイ・エス・ビー 取締役相談役 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長 

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

松尾 義平 生花市場 ㈱京都市花き総合流通センター 代表取締役 

森    正廣 証券業 六和証券㈱ 取締役副社長 

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役 

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

安田  勝 内科医 安田医院 院長 

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

（敬称略） 

会員３１名（名誉会員１名含む） 



 

四つのテストの歌 

   

真実かどうか みんなに公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 

心がけよう四つのテスト 

 

うれしいひなまつり 

 

 あかりをつけましょ ぼんぼりに 

 お花をあげましょ 桃の花 

 五人ばやしの 笛太鼓 

 今日はたのしい ひな祭り 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 



 

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月１９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２４名（４名）８５．７％ 

ご来客  １名 

２月５日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９３．１％ 

次回例会 ３月５日（木） 
  

「ＪＡＺＺ Piano Ｓｏｌｏ演奏」 

 Jazz Pianist  星山  啓一 様 

 

  新年会および創立２５周年打上げ会 

 

     開催日時： ２月２１日（土） 

    １８時～ 

     場  所： 京料理 畑かく 

     参加者： 会員１９名、事務局等２名 

 ばたん鍋で有名な「京料理 畑かく」さんで、新年会 

および創立25周年打ち上げ会を開催いたしました。 

「創立25周年お疲れさま」で始まった会は、桂川ロータ

リークラブならではの、フレンドリーでたいへん楽しい

会となりました。 

 会員の皆様と事務局の力がひとつ

になったおかげで 記憶に残る25周

年になりました。 

つぎは30周年です、皆様これからも

よろしくお願いいたします。 

報告：万殿慎二 

【ニコニコ箱】小計 25,000円 今年度累計 1,126,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 87％ 

元会員 

吉田元比古様 

・先週の二胡演奏と美味しいお食事 

 ありがとうございました。 

 

森  正廣 

・牛久大仏１２０メートル立像 

 天空にそびえる 迫力大。 

末永  寛 ・娘に女の子が生まれました。 

 

吉田  修 

・とうとう私もスマホにしました。 

 これから勉強します。 

出射 靖生 ・そろそろ春一番かな 

 

内山 正元 

・元会員の、岩見さんに会いました。 

 お元気でした。 

 

王   杲 

・今日は旧正月です。 

 おめでとう御座います。 

BOXへ 鎌野 孝和、児嶋 雄二、中川 俊夫 

稲掛 英男、岸上 隆幸 

林  良訓 ・春の足音が。 

万殿 慎二 ・古畑さん チョコレートありがとう。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 10,000円 今年度累計 421,000円 
目標額 550,800円 達成率 76％ 

 

 

千田  適 

・中国、台湾では今日から旧正月です。 

 日本で一杯お金を落としていって下さ

 い。 

 

 

吉田  修 

・世界の紛争地の老婆が“平和であれば、

 あとは何もいらない”といった言葉が

 忘れられません。 

BOXへ 鎌野 孝和 

安田  勝 ・梅の花ちらほら。 

上原 従正 ・末永さんお目出とう。 

 

万殿 慎二 

・王さん 先日はおいしいお酒をありが

 とう。 

【米山奨学会箱】小計 9,000円  今年度累計 405,000円 
目標額 600,000円 達成率 68％ 

 

千田  適 

・４月からモンゴルの留学生を預かり

 ます。よろしくお願いします。 

 

万殿 慎二 

・児嶋会員 ４月よりカウンセラー 

 よろしくお願いします。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、吉田  修 

出射 靖生、岸上 隆幸 

森  正廣 ・訪問観光客１月は１２１万人。 

藤井文治郎 ・早退おわび。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 4,000円 今年度累計  143,000円 
目標額 400,000円 達成率 36％ 

BOXへ 吉田  修、万殿 慎二 

谷口 泰義 ・古畑さんプレゼント有難う。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円  今年度累計  69,970円 
目標額 40,000円 達成率 175％ 

BOXへ 中川 俊夫 

千田会長 森創立25周年実行委員長 内山直前会長 林会員 

  



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】 
㈱笹屋伊織 取締役 田丸みゆき様 

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～ 

３月５日 

（木） 

税理士法人 みらい経営 代表社員  

京都南ＲＣ会員 神緒 美樹様 

【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】 

「京都洛西RCとの合同例会」 

 

－夜の例会－ 

「もったいないを見詰めなおして『古材を古財として活用』」 

「拡大するハーラル市場について」 

「落語鑑賞」 

「共に築き上げていく国際協力」 

カラーコンサルタント 松田 博子さん 「色の不思議」 

「未定」 

「風景、まち、建築について考えること」 

「家庭集会のまとめ」 

一之舟入オーナシュフ 京都平安ＲＣ会員 魏  禧之様 

国際協力団体ＢＷＰ代表・創設者 メンデル ルイス様 

 

京都産業大学 文化学部 教授 友尾  豊様 

 

＊ビジター受付はありません。 

「『スポーツ ツーリズム』について」 

「障がい者の雇用の仕組みについて」京都府商工労働観光部 

総合就業支援室 障がい者雇用推進担当課長 野口 礼子様 

「日本語の力」 

「税理士から見た税制の疑問点～海外の税制と比較して～」

「弘法大師空海と南都仏教～高野山開創1200年によせて」 

－新会員スピーチ－「京都定期観光バスの歴史」 脇  博一様 

「ミシュランの星を獲得するまで」 

第６回クラブフォーラム（国際奉仕部門） 

「古典尺八と吹禅」 

「未定」 

落語家 月亭大遊様 

ロータリー情報委員長 井澤  豊様 

 

㈱時有人社 代表取締役 清水 宏一様 

地区国際奉仕委員 奈良東ＲＣ会員 浦島 睦様 

会員 山口 義治様 

㈱丸嘉 代表取締役 小畑 隆正様 

NPO 日本ハーラル振興会 副理事 高橋 忠弘様 

【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２７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 

３月２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月４日 

（水） 

新会員スピーチ「こどもにサッカーを教えるということ」  

会員 田中 恭介様 

「ローマは一日にしてならず」 

－ｸﾗﾌﾞ・ﾌｫｰﾗﾑ－「世界理解月間に因んで」  

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 

安藤 壽崇様 

中島 実国際奉仕理事 米山奨学生 銭 成晨様 

大安寺 貫主 奈良ＲＣ会員  

河野 良文様 

建築家、大西麻貴十百田有希10th  

一級建築士事務所主宰 大西 麻貴様 

「“障がい者と企業のかけはし2015”開催に

あたって」京都西北ＲＣ会員 東 信子様 


