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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 

201５.５.７ No.1217 Vol.25-39 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．本日例会終了後、５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。 

２．４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、幹事が出席いたしました。 

３．４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

 会に児嶋会員とトンガラグさんが参加いたしま

 した。 

４．５月２日（土）地区研修・協議会が開催され、

 稲掛、吉田、森、内田、万殿、安田、太田、林

 の各会員が出席しました。 

第１２１７例会 ２０１５年５月７（木） Vol.２５-３９ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  国家「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

 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- 

  「パリの生活とロータリークラブ」 

末永  寛会員 

閉会点鐘    13：30 

 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

５月２２日（金）京都乙訓ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

５月 ８日（金）京都伏見ＲＣ 

 ビジター受付はありません。 

第１８回川クラブ友好の集い 
 

日 時：２０１５年５月１０日（日） 

登録受付 １０：３０ 

開  会 １１：００ 
 

集合場所：倉敷美観地区「大原美術館」本館入口前 
  倉敷市中央1-1-15 
 

登録料：お一人 １０，０００円 
 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：岡山旭川ＲＣ 
 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： 

10：30 登録受付 

11：00～11：40 美術館学芸員によるﾚｸﾁｬｰ 

11：50～13：20 大原美術館本館、分館、工芸・

 東洋館・児島虎次郎記念館、 

大原家旧別邸「有隣荘」を見学。 

13：30～ 倉敷ｱｲﾋﾞｰｽｸｴｱにて昼食親睦会 

 

参加予定者：万殿、稲掛、松尾、森、千田、 

 上原、田中、谷口、德田、内山、 

 安田、吉田の各会員、吉田夫人 

  １３名 

 

【路線情報】 

 
 

 

 

① 京都 → 岡山 → 倉敷 10：16到着 
 8：49～9：50  10：05～10：16  片道7,710円 
 JR新幹線のぞみ5号  JR特急やくも7号 

 

② 京都 → 岡山 → 倉敷 10：27到着 
 8：49～9：50  10：10～10：27    片道7,340円 
 JR新幹線のぞみ5号  JR山陽本線・三原行 

－会員スピーチ－ 

 「当クラブホームページと 

ＦＢ」 

内田 勝彦会員 

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  

 ℡ 077-578-4037 

会 費： 大人 ８千円 子供 ５千円 

 

 

桂西口開所式 

2015.4.21（火） 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ５月１４日（木） 
  

「京都の文化財を守る！」 

 西京消防署 署長 

梅垣 浩久様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月２３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２３名（３名）８５．１９％ 

ご来客  ０名 

４月９日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８２．１４％ 

  行事予定  

◆地区内行事 

５月１５日（金）～RYLA 福井県ｱｶﾃﾞﾐｱﾎﾃﾙ 

  １７日（日） 

５月１６日（土）亀岡RC創立４５周年記念例会 

 宗教法人 大本 10：00受付 10：30～ 

５月２６日（木）第３回京都市内24RC連絡協議会 

 現次年度合同会長・幹事会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 18：00～ 

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 

６月１４日（日）IAC委員長会議及びIAC会長・幹事研修会 

 聖ﾊﾟｳﾛ学園水泉中学・高等学校 

６月１７日（金）第3回京都市内24RC連絡協議会 

 現次年度合同幹事会 

 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 18：00～ 

６月２７日（土）会員増強維持ｾﾐﾅｰ  12：00受付 

 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：00～ 

 ◆クラブ内行事  

 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 

 

千田  適 

・来月から米山奨学生トンガラグさんが

 来ます。皆様よろしくお願いします。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、万殿 慎二 

田中  守 

末永  寛 ・内田さんのお話楽しみに。 

【ニコニコ箱】小計 20,000円 今年度累計 1,346,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 104％ 

 

 

 

千田  適 

・先日、桂駅前交番所の開所式に行って

 きました。当クラブの寄付した電光

 掲示板が置いてありますので、皆様一

 度見に行って下さい。 

 

谷口 泰義 

・よい天気です。内田さんの良いお話

 しを楽しみに。 

稲掛 英男 ・内田さんのスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・内田さんのスピーチ楽しみです。 

BOXへ 岸上 隆幸、田中  守 

藤井文治郎 ・内田さんスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・内田会員のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・楽しい連休に入りますね。 

鎌野 孝和 ・お花をありがとうございました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

吉田  修 ・楽しい連休に入りますね。 

森  正廣 ・ネコ、未だ行方不明。 

山本 拓生 ・今年は花粉症が楽です。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 14,000円 今年度累計 518,000円 
目標額 550,800円 達成率 94％ 

 

 

千田  適 

・先日、障がいのある人と家族のための

 レクリエーションに行ってきました。 

 疲れました。 

 

 

万殿 慎二 

・障がいのある人と家族のためのレク

 リエーションの参加の皆様、カップ

 ラーメンは食べられたでしょうか。 

 

田中  守 

・久しぶりの内田会員のスピーチ楽しみ

 です。 

山本 拓生 ・内田さんのスピーチ楽しみに！ 

安田  勝 ・内田会員のお話し楽しみにして。 

 

内山 正元 

・昨日の、井岡のボクシング、スピード

 があり、美しかった。 

 

吉田  修 

・５/２地区研修協議会に出席の皆様 

 ごくろうさまです。 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、岸上 隆幸 

【米山奨学会箱】 小計10,000円 今年度累計 508,000円 
目標額 600,000円 達成率 85％ 

出射 靖生 ・本日は晴天なり。 

森  正廣 ・株価１５年ぶり２万円。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 5,000円 今年度累計  183,000円 
目標額 400,000円 達成率 46％ 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 

 

上原 従正 

・インターアクトクラブが５人参加され

 障がいの人と家族のためのレクリエー

 ションを楽しんでくれました。 

【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％ 

万殿 慎二 ・新入生が４名入ったそうです。 

 

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 



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 

「クラブ・デー」～日本さくらロータリー会 合同例会のｽｹｼﾞｭｰﾙ最終確認～ 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
 

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～ 

５月１４日 

（木） 

「ありのまま」 松田 宏和会員 

【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報告会」 

片山 恵依子様 角田  浩様 

－ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ－「奈良先端科学技術大学院とﾊﾞｰﾁｬﾙな話」 

～休会～ 

「京の伝統野菜」 

「気付き」から始まる「笑顔が生まれるまちづくり」 

新入会員スピーチ「私と仕事」 

雛人形ｺｰﾃﾞｨｰﾈｰﾀｰ 京都商工会議所女性会 理事 安藤 啓子様 「“ひなぢから ”を皆様に」 

～Jazz Live～ 

「トーセ流コラボ経営」 

－会員スピーチ－「医療保険制度とレセプト審査」 

 

会員 黒井  剛様 

 

京都産業大学神山交響楽団 

 

会員 千原 國宏様 

「未定」 

クラブ・デー「次年度第１回クラブアッセンブリー」 

「ミニ・コンサート」 

-新入会員ｽﾋﾟｰﾁ-「自己紹介」 増田 雅一会員 

「ギャラリストの仕事」 

－新会員スピーチ－「東本願寺の歴史－烏丸の地に400年－」 富田 泰成様 

クラブデー 

「葵祭の諸相」 

「大奈と楽しくボイストレーニング」 

「国際観光地としての京都の整備」 

大山崎町長 山本 圭一様 

依田 純三様 

京都大学 名誉教授 京都東RC会員 長尾  真様 

㈱フジ総合鑑定 大阪事務所 住江  悠様 

電通関西支社 ｸﾘｴｨﾃｨﾌﾞ局 CMﾌﾟﾗﾝﾅｰ 永井 雅之様 

＊ビジター受付はありません。 

㈱八百廣 社長 石塚 清三様 

【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 

５月８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 

５月１１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月１２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月１３日 

（水） 

「京都西南ローターアクトクラブ現況報告」 

Office Daina代表 ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾅｰ 講師 歌手 大 奈さん 

「ウクレレの話と演奏」 

「京阪電車「おけいはん」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」 

－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 

京都西南ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会長 坪井 佑太様 

葵祭行列保存会副会長 出雲路 敬直様 

有限会社 サン・カイ・ビ 代表取締役 平田美智子様 

㈱トーセ 代表取締役社長 齋藤  茂様 

 

ISLAND MUZIC STATION代表 森  嘉彦様 


