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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 

201５.４.９ No.1214 Vol.25-36 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．４月１１日（土）、１２日（日）地区大会が奈

 良１００年会館において開催されます。 

第１２１４例会 ２０１５年４月９日（木） Vol.２５-３６ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「春の小川」 

 友愛の握手 

  ご来客のご紹介 

   会長挨拶 

    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 

 「『歌』と『健康』」 

   音楽家  

    加藤 ますえ様 

閉会点鐘    13：30 

加藤 ますえ（かとう ますえ）様 
 

ご略歴 

山口県出身 

国立音楽大学声楽科卒業 

山口芸術短期大学非常勤講師を経て、 

´９２ よりカンツォーネを歌い始める。 

´９３ 渡伊SCUOLA TOSCANAにて伊語研修。 

´９５ よりランチコンサート企画、現在に至る。 

´９７ より“長月コンサート”を主催。 

´９９ よりリーガロイヤルホテル京都において年４回 

  のディナーショーを始める。 

´０３ “弥生コンサート”を立ち上げる。 

´０６ “長月コンサート１０周年記念コンサート”

  主催。 

 京都市内、近郊において、又、スタジオでも多数教室 

 主催。京都市在住。 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

４月２８日（火）京都洛中ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

４月 ９日（木）京都北ＲＣ 

４月１７日（金）京都東ＲＣ 

４月２２日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

４月３０日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 

   京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

 

２０１4～２０１5年度 地区大会 
 

 日程： ４月１１（土）・１２日（日） 

 会場： なら１００年会館 

 ホテル日航奈良 

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：奈良大宮ＲＣ 
 

＜１１日＞ 

13：30‐15：30 会長・幹事・地区委員長会議 

17：00‐19：00 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 
 

＜１２日＞ 

12：00 受付 

12：45 プロローグ～春日舞楽 
 ＊12：45を過ぎると本会議への入り口は閉じられ、13：00 

  まで入場できません。 

 ＊大会プログラムは万殿幹事より受け取り下さい。 

13：00‐16：30 大会本会議 特別講話（千玄室氏） 

       記念講演（松平定知氏） 
 ＊本会議の座席は、府県ごとのブロック（自由席）となって 

  おります。  

17：00‐18：30 大懇親会 
 

＜記念講演＞ 

松平 定知（まつだいら さだとも）氏 

1944年東京都生まれ。1969年早稲田大学卒。同年

NHK入局。「連想ｹﾞｰﾑ」や「日本語再発見」を経

て、ﾆｭｰｽ畑を15年。「その時歴史が動いた」を9

年。NHKｽﾍﾟｼｬﾙは100本以上を務めた。2007年11

月にNHKを定年退職後も「ｼﾘｰｽﾞ世界遺産100」

「NHKｽﾍﾟｼｬﾙ」などで活躍中。2010年、第36回放

送文化基金賞を受賞。現在京都造形芸術大学教授、

國學院大學客員教授を務める。 

今日の歌 「春の小川」 
 

春の小川は  さらさら行くよ 

岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく  色うつくしく 

咲けよ咲けよと  ささやきながら 

 

 

「乳癌について」 

 京都桂病院  

 乳腺科副部長 

                

上原 正弘様 



 

  行事予定  

◆地区内行事 

  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 12：00受付 13：00～16：30 

 大懇親会  17：00～18：30 

 なら100年会館 

４月２５日（土）京都洛中ＲＣ創立35周年記念例会 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

４月２５日（土）2015学年度米山奨学生・ｶｳﾝｾﾗｰのため

 のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・懇親会 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 10：00～14：00 

５月 ２日（日）2015-16年度 地区研修・協議会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 10：30～ 

５月１５日（金）～RYLA 福井県ｱｶﾃﾞﾐｱﾎﾃﾙ 

  １７日（日） 

 ◆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） 

 ５月２３日（土） 賛西会 18：00～ ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 

 ５月３１日（日） 春の家族会 ﾏﾘｰﾅ雄琴 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ４月１６日（木） 
  

クラブ・デー 

第５回クラブ討論会（地区大会報告） 

     千田  適会長 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２３名（４名）８２．１４％ 

ご来客  １名 

３月１９日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．１９％ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 12,000円 今年度累計 492,000円 
目標額 550,800円 達成率 89％ 

吉田  修 ・春うらら。 

藤井文治郎 ・大同川で本もろこ釣れ出しました。 

松尾 義平 ・さくら満開。 

出射 靖生 ・上原正弘先生のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 万殿 慎二、鎌野 孝和、稲掛 英男 

【ニコニコ箱】小計 30,000円 今年度累計 1,290,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 99％ 

稲掛 英男 ・上原先生のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・上原正弘先生のスピーチ楽しみです。 

万殿 慎二 ・上原さんのスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・上原正弘様をお迎えして。 

松尾 義平 ・上原先生お世話になります。 

BOXへ 德田 正彦、鎌野 孝和 

児嶋 雄二 ・上原先生のスピーチ楽しみに！ 

上原 従正 ・本日、桜花満開。 

 

森  正廣 

・熊本菊池さくらマラソン花満開。 

 菊池温泉はヌルッとして美人の湯。 

谷口 泰義 ・好天気 櫻 満開 絶品だ。 

 

出射 靖生 

・昨日は入職式 32名の新人を迎えまし

 た。 

中川 俊夫 ・春爛漫です。 

藤井文治郎 ・家庭集会ありがとうございました。 

【米山奨学会箱】 小計16,000円 今年度累計 473,000円 
目標額 600,000円 達成率 78％ 

末永  寛 ・上原さんのお話を楽しみに。 

髙橋 英明 ・先週、欠席おわび。 

田中  守 ・稲掛先生炉辺お世話になりました。 

 

千田  適 

・今月から、モンゴルからの留学生を預

 かります。よろしくお願いします。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円  今年度累計  70,970円 
目標額 40,000円 達成率 177％ 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、田中  守 

松尾 義平 

 

森  正廣 

・自動車は運転しませんが、免許の更新 

 に行ってきました。 

德田 正彦 ・異常気象ですね。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 6,000円 今年度累計  169,000円 
目標額 400,000円 達成率 42％ 

BOXへ 田中  守、吉田  修、鎌野 孝和 

松尾 義平 

山本 拓生 ・上原先生のスピーチ楽しみです。 

千田  適 ・春爛漫です。 

第３回炉辺会合１班の報告 
 

 

日 時 ３月２６日（木） 

 １８：００～ 

場 所 菜彩 まゆ  

参加者 谷 口、藤 井、

 林、中川、 

 千田、瀬田、 

 田中、稲掛 
 

  今回は藤井会員のお店にお世話になりました。 

 美味しいお料理をいただきながら、２５周年記念式典をふりか 

 えった後、話しは多岐にわたりつきることがありませんでした。 

 ご参加の皆さんありがとうございました。 
 

報告：稲掛 英男 

 

BOXへ 鎌野 孝和 



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 

「クイックシートで英会話マスター」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
ｸｲｯｸ英語学院 代表 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞRC会員 北尾 隆明様 

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～ 

４月１６日 

（木） 

地区広報・雑誌委員会 委員  

京都西南RC会員 玉城 博和様 

【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】 

「第５回クラブ・アッセンブリー」 

白沙村荘 橋本関雪記念館 橋本 眞次様 

「はなしの話」 

「地元京都に愛される球団を目指して」 

「世界の人と伝える日本の響き 日本人の素晴しさ」 

「官学連携環境教育教材制作ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて」

「お茶を美味しく」 

京都府文化環境部文化政策課  

文化財・資料保全担当課長 平井 俊行様 
「文化財の保護と京都府の取組」 

「日本画家 橋本関雪について」 

第3000回記念例会「思い出の数々」 

「故 羽田 実会員 追悼例会」 

元ラグビー日本代表 同志社高校ラグビー部ヘッドコーチ 

なおかつ㈱代表取締役 中村 直人様 

㈱一保堂茶舗 代表取締役 京都RC会員 渡辺 孝史様 

 

 

 

フリーアナウンサー 京都RC会員 飛鳥井雅和様 

「楽隊屋人生」 

クラブ・デー「第６回クラブアッセンブリー」 

「クラブデー」 

－クラブ広報・雑誌・会報部門フォーラム－「未定」 

「ロータアクトクラブ説明、意義、活動報告」 

「日本との出会い：1969年夏の京都の思い出」 ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学 歴史学部教授 ｱﾝﾄﾞﾙｰ・ｺﾞｰﾄﾞﾝ様 

「やってみはなれ！」 

「名品にみる先人の息づかい」 

「文化財保護と京都府の取り組

「日本食と漬物」 

長岡京市役所環境経済部 環境業務課長 木本直樹様 

長岡京市立長岡第四小学校 校長 太田伸彦様 

 

㈱もり 代表取締役 森 義治様 

小林  明会員 

公益財団法人 日本図案協会理事 吉田 龍史様 

京都フローラ球団代表 萩原 麻子さん 

風鈴演奏家 日向  真様 

【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 

４月１０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 

４月１３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月１４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月１５日 

（水） 

国際奉仕フォーラム 
京都府文化環境部文化政策課  

文化財・資料保全担当課長 平井 俊行様 

「世界へ羽ばたけ、日本の酒」 

「琳派の文様」 

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 

 

京塗師 岩渕 祐二様 

地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ代表 京都RAC会員 高橋一也様 

地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ副委員長 京都洛西RAC会員 小山正博様 

裏千家十五代・前家元   

（公財）ﾛｰﾀﾘｰ日本財団理事長 千  玄室名誉会員 

 

月桂冠㈱ 経営本部長付 部長 木戸 公司様 


