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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 

201５.４.２３ No.1216 Vol.25-38 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．次週の例会は休会です。 

２．５月７日（木）例会終了後、４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。 

３．４月２５日（土）京都洛中ＲＣ創立３５周年記

 念例会が京都ホテルオークラにおいて行われ、

 会長・幹事が出席します。 

４．４月２５日（土）米山奨学生・カウンセラーの

 ためのオリエンテーション・懇親会が開催さ

 れ、児嶋カウンセラーとトンガラグ ノムルンさ

 んが参加されます。また、トンガラグさんは５

 月２１日の当クラブ例会に来られます。 

５．４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行われました。 

第１２１６例会 ２０１５年４月２３日（木） Vol.２５-３８ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「朧月夜」 

 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 

 －会員スピーチ－ 

 「当クラブホームページとＦＢ」 

内田 勝彦会員 

閉会点鐘    13：30 

◇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、京都洛南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

４月３０日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 

  京都洛東ＲＣ、京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 

５月 １日（金）京都東ＲＣ、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５回クラブ討論会 

（地区大会報告） 

 

千田  適会長 

 

２０１4～２０１5年度 賛西会 
 

日 時  ５月２３日(土) 

  １７：００受付 １７：４５開会 

 【青山繁晴氏講演会】 

  １８：００～１９：００ 

 【懇親会】 １９：１５～２１：００ 

 

場 所  ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 

「障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 2014」の報告 
 

日時 ４月１９日(日) 午前８時３０分 
 

行先 インスタントラーメン発明記念館、 

 大阪城公園(雨天のため鶴見アウトレッ

トモールに変更) 
 

参加者 ６７名 障がい者２６名・家族２

９名、洛西高等学校IAC会員４名・顧問１名)、

西京社会福祉協議会５名(正副会長、事務局員３

名)、京都桂川RC５名(千田会長、万殿幹事、末

永奉仕プロジェクト委員会長、徳田社会奉仕副

委員長、上原社会奉仕委員長) 
 

内容  昨年１０月１３日(祝)に催行を予定していたが

台風１９号の接近で中止・順延していた。当日

も朝より雨天であったが、バス２台で西京区役

所を出発し、洛西ニュータウンからの参加者と

合流して一路名神高速道を大阪府池田市のイン

スタントラーメン発明記念館に向かった。マイ

カップヌードル・ファクトリーでは自分でスー

プとトッピングを選び自分だけのカップヌード

ル作りを体験し、館内見学では創業者安藤百福

氏が『食足世平』理

念で当地でのカップ

ヌードルの発明から

世界食さらに宇宙食

へと発展し、新しい

食文化となったイン

スタントラーメンの

足跡を学んだ。昼食

はホテル京阪ユニ

バーサルタワーでバ

イキングランチを楽

しみ、その後は雨天

のためにお大阪城公

園の見学を鶴見アウ

トレットモールに変

更し広大な場内でお

土産などのショッピ

ングを楽しんだのち

帰路についた。 

報告：上原社会奉仕委員長 

 



 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） 

 ◆クラブ内行事  

 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 ５月７日（木） 
  

-会員スピーチ- 

「パリの生活とロータリークラブ」 

末永  寛会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月１６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２４名（４名）８５．７１％ 

ご来客  ０名 

４月２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．７１％ 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 5,000円 今年度累計  178,000円 
目標額 400,000円 達成率 45％ 

BOXへ 吉田  修 

千田  適 ・早く暖かくなってほしいものです。 

 

 

上原 従正 

・障がいのある人と家族のためのレク

 レーションに多くのメンバーが参加

 してくれます。 

【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 15,000円 今年度累計 1,326,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 102％ 

吉田  修 ・選挙も無事終って。 

内山 正元 ・近藤さん、おめでとうございました。 

児嶋 雄二 ・近藤さん おめでとうございます。 

出射 靖生 ・桜も終りました。 

 

末永  寛 

・今日は松尾神社へお宮参りに行って来

 ました。 

BOXへ 岸上 隆幸、稲掛 英男 

 

森  正廣 

・オスネコが一匹脱走して、もう一週間 

 帰ってきません。 

 

万殿 慎二 

・地区大会に参加の皆様 ご苦労様でし

 た。サンバダンスはよかったです。 

中川 俊夫 ・先週欠席おわび。 

 

 

上原 従正 

BOXへ 稲掛 英男、出射 靖生、吉田  修 

藤井文治郎、岸上 隆幸 

 

千田  適 

・谷口さんはじめ地区大会ご出席の皆様 

 お疲れさまでした。 

・地区大会欠席おわび。 

 海津大崎、安雲川の堤の桜を満喫しま

 した。 

安田  勝 ・近藤さん おめでとうございました。 

【米山奨学会箱】 小計13,000円 今年度累計 498,000円 
目標額 600,000円 達成率 83％ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 5,000円 今年度累計 504,000円 
目標額 550,800円 達成率 92％ 

森  正廣 ・近藤さん当選おめでとうございます。 

 

万殿 慎二 

・谷口さんほろにが会ではお世話になり 

 ました。 

 

吉田  修 

・千田会長 地区大会報告ごくろうさま 

 です。 

 

谷口 泰義 

・地区大会参加の皆様、ごくろうさんで 

 した。 

 

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 
  

 参加者： 千田会長、万殿幹事、谷口会員、 

 岸上会員、上山会員、德田会員 

今日の歌   「朧月夜」 
 

高野辰之作詞・岡野貞一作曲     

菜の花畠
ばたけ

に 入り日薄れ 

見わたす山の端
は

 霞
かすみ

ふかし 

春風そよふく 空を見れば 

夕月
ゆうづき

かかりて におい淡し 



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 

-休会- 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
＊ビジター受付はありません 

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３０日 

（木） 

＊ビジター受付はありません 

【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】 

「祝日休会」 

 

「吉田山のさくらの植樹」について 

～地区大会後クラブ・アッセンブリー～ 

「育って良かった！と実感できるまちづくり」 

「岩井先生によるロータリーソング勉強会」 

「クラブ広報の手法とＩＣＴの活用について」 

京都府漁業協同組合 組織部次長 

濱中 貴志様 
「京都府の水産業について～豊かな海をいつまでも～」 

「祝日休会」 

新会員スピーチ 

「ヒマラヤ山脈天空の6,2000メートル雑感」 

＊ビジター受付はありません 

RI第2650地区広報・雑誌副委員長  

京都RC会員 大木 和秀様 

 京都市長 門川 大作様 

 

 

会員 伊東 久重様 

「最近の経済情勢と株主重視の経営」 

「祝日休会」 

「祝日休会」 

-休会- 

「伏見吹奏楽のつどい開催の為、29日に例会臨時変更」 

「祝日休会」  

-休会- 

「和食の料理人との新たな挑戦-海外招聘体験を活かして」 

創立35周年記念例会・祝賀会のため日時臨時変更 

-休会- 

岩井 香里様 

京都府警友会会長 佐内  茂様 

＊ビジター受付はありません 

野村證券㈱京都支店 青野 伸朗様 

RI第2650地区広報・雑誌委員長  

生駒RC会員 中谷 裕二様 

～加口会長ｴﾚｸﾄの新年度各委員長へのお願い～ 

京都市副市長 藤田 裕之様 

【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２４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２７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月２８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月２９日 

（水） 

「紳士・淑女の香りとのつきあい方」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

-休会- 

「クラブ広報の手法とＩＣＴの活用について」 

－スピーチ-「日本の未来のために」～日本の精神文化の拠点都市  

    京都から挑戦～ 人口減少社会を超えて こころの創生へ 

◆ 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 

フレグランスアドバイザー 菊池 朋子様 

京都国際観光大使 佐野 惠子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

中村 雅昭会員  武  弘紀会員  加藤 弘幸会員 

 

＊ビジター受付はありません 


