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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 

201５.４.１６ No.1215 Vol.25-37 

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）地区大会が開

 催され、当クラブより千田会長、万殿幹事をは

 じめ岸上会員、谷口会員、上山会員、德田会員

 が参加致しました。 

２．４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が開催されます。 

第１２１５例会 ２０１５年４月１６日（木） Vol.２５-３７ 

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 

    寄付報告 

  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５回クラブ討論会（地区大会報告） 

     千田  適会長 

閉会点鐘    13：30 

 

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）  ＊雨天決行 

  西京区役所南側「西京土木事務所」前 

  ８：０５集合、８：２０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 
 

参加予定者： 千田会長、万殿幹事、末永会員、 

  德田会員、上原会員 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

４月１７日（金）京都東ＲＣ 

４月２２日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

 

夫人誕生日お祝い  

 ６日 近藤永太郎会員夫人 和子様 

 ９日 稲掛英男会員夫人 由美子様 

 １４日 藤井文治郎会員夫人 政子様 

   １７日 鎌野孝和会員夫人  幸子様 

   １８日 内田勝彦会員夫人 由美子様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 林 良訓会員  ㈱マリーナ雄琴 

  １日 谷口泰義会員 ㈱西京ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ 

  １日 内山正元会員 内山法律事務所 

４月おめでとうございます。 

 

２０１５-１６年度国際ロータリーＫ．Ｒ．ラビンドラン会長は 

「世界へのプレゼントになろう（Ｂe a gift to the world）」を 

テーマにされました。 

 また、国際ロータリー第２６５０地区2015－16年度   

ガバナー中澤忠嗣氏は、地区スローガンを 

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』 と決められました。 

 さて、次年度私のテーマは？  鋭意検討中でござい

ます。 

次年度会長 稲掛英男 

春の家族会 
 

日 時： 平成２７年5月３１日（日）  

 午前１1時 

場 所： マリーナ雄琴  

    大津市雄琴5-10-56 

 ℡ 077-578-4037 

会 費： 大人 ８千円 子供 ５千円 

 ＊例会場・事務局に於いて出欠をとらせ

  ていただいております。多数のご家族の

  皆様の参加をお待ちしております。 

 

  
● ｾﾌ゙ﾝｲﾚﾌ゙ﾝ 

「『歌』と『健康』」 

   音楽家  

加藤 ますえ様 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  行事予定  

◆地区内行事 

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 京都劇場  10：30～ 

５月１５日（金）～RYLA 福井県ｱｶﾃﾞﾐｱﾎﾃﾙ 

  １７日（日） 

５月３０日（土）京都洛南RC創立30周年記念式典 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 

 ◆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 

 ４月３０日（木） 休会 

 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 

次回例会 ４月２３日（木） 
  

－会員スピーチ－ 

「当クラブホームページとＦＢ」 

内田 勝彦会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２２名（４名）７８．５７％ 

ご来客  ３名 

３月２６日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８２．１４％ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 7,000円 今年度累計 499,000円 
目標額 550,800円 達成率 91％ 

 

千田  適 

・春は名のみの寒さです。 

 お体大切に！ 

 

万殿 慎二 

・ようこそ 森田ガバナー補佐 

 よろしくお願いします。 

BOXへ 岸上 隆幸、稲掛 英男、田中  守 

吉田  修 ・加藤様のお話楽しみに。 

BOXへ 田中  守、吉田  修、万殿 慎二 

稲掛 英男 

林  良訓 ・お久しぶりです。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 4,000円 今年度累計  173,000円 
目標額 400,000円 達成率 43％ 

BOXへ 田中  守、万殿 慎二 

吉田  修 ・洛西高校は、女性校長だそうですね。 

 

森  正廣 

・昨日、府立洛西高校の入学式でした。 

 新校長は、「平井恭子」さんです。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円  今年度累計  70,970円 
目標額 40,000円 達成率 177％ 

【ニコニコ箱】小計 21,000円 今年度累計 1,311,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 101％ 

安田  勝 ・加藤さんの歌とお話し楽しみです。 

児嶋 雄二 ・加藤さんのスピーチ楽しみに！ 

瀬田 保二 ・加藤ますえ先生をお迎えして。 

万殿 慎二 ・加藤さんのスピーチ楽しみに。 

稲掛 英男 ・加藤様のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 林  良訓 

田中  守 ・森田先生 お世話になります。 

 

吉田  修 

・４/１２（日）は投票日です。 

 忘れずに参りましょう。 

 

王   杲 

・４月２４日～２６日 みやこめっせで 

 文房四宝展 賛交社から開催。 

岸上 隆幸 ・二週続けての欠席ですみませんでした。 

森  正廣 ・父の十三回忌法要、お墓の桜満開。 

RI第2650地区 

ガバナー補佐 

京都西ＲＣ 

森田 惠三様 

・今日はビジターとして参りました。 

 日頃は何かとご支援、ご協力いただき 

 感謝申し上げます。 

【米山奨学会箱】 小計12,000円 今年度累計 485,000円 
目標額 600,000円 達成率 81％ 

上原 従正 ・加藤ますえ様をお迎えして。 

千田  適 ・加藤さんのお話楽しみです。 

谷口 泰義 ・歌を唄って健康になりましょう。 

第３回炉辺会合２班の報告 
 

日 時 ３月２５日（水）  １８：００～ 

場 所 菜根譚 

参加者 末永、松尾、森、太田、上山、王、万殿、出射 

 内田の各会員 
   

パリから帰国されたばかりの末永会員にもご出席いただき久

しぶりに全員出席の開催でした。 

京都の町家を改装

した店内でちょっと

和風な中華料理を

いただきながら皆

さんで25周年記念

行事を振り返り、 

森実行委員長、 

末永副実行委員

長のご苦労をねぎ

らいながら最後の

話題は少子化問題の決定的な打開策まで･･･楽しい時間を

過ごさせていただきました。 

御参加の皆様ありがとうございました。      報告： 内田 

 



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 

「いのちの博物館～京都市動物園の歴史と役割」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
元京都市動物園 園長 秋久 成人様 

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２３日 

（木） 

太田 和夫会員 

【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】 

＜インドネシア飲料水プラント設置起工式の為、例会変更＞ 

佛教大学 歴史学部 教授 小野田 俊蔵様 

「春風をはこぶワインコンサート2015」 例会時間臨時変更 

～新会員スピーチ～ 

「一休和尚の禅」 

第６回アセンブリー 「地区大会に参加して」 

「京都洛中での酒造りの歴史と文化」 

公益財団法人 右京納税協会 専務理事 清水垚久子さん 「女性からみたセクハラ・パワハラ」 

「チベットの名言」 

「京都を支えた先人たちの偉業～琵琶湖疎水～」（仮） 

「新入会員スピーチ」 

華道家 池坊 美佳様 

佐々木酒造㈱ 代表取締役 佐々木 晃様 

㈱福寿園 取締役 常務執行役員 吉永 清志様 

北野天満宮 宮司 京都北RC会長 橘  重十九様 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

「相続税はどうかわったか」 

「日本初のアジア太平洋地区ローターアクト会議ホスト」 

「北野天満宮と武士」 

－会員スピーチ－「日本のポリオ 発症と根絶の経過、そして手術」 

「未定」 

「RLIとは」 RI第2650地区 2014-15年度RLIデスカッションリーダー 岩橋 忠昭様 

「いけばな～春を感じて～」 

「京で漆で物造り」 

「創立35周年記念例会・祝賀会について」 

「写真家と本家尾張屋16代目2足のわらじ」 

 

会員 木下 泰一様 

㈱本家尾張屋 取締役社長  

十六代目当主 稲岡 亜里子様 

税理士 浪速 隆司様 

 

岡田謙一郎会員 髙橋 宗大会員 

大徳寺塔頭 真珠庵 住職 山田 宗正様 

【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１７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２０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月２１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月２２日 

（水） 

「BIOなライフスタイルのすすめ」 

創立35周年記念事業実行委員会 

「スーパーサーズデー」 

第５回協議会「地区大会を終えて」 

－スピーチー「世界の茶文化」 

◆ 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 

大阪商業大学経済学部講師  

NPO法人有機農業認証協会理事長 中塚 華奈様 

漆工芸師 三木 啓樂様 

㈱若林佛具製作所 取締役相談役 京都洛北RC会員 若林卯兵衛様 

京都市長 門川 大作様 

直前地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ代表 大亀 靖治様 

 


