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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 

201５.５.１４ No.1218 Vol.25-40 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．５月１０日（日）第１８回川クラブ友好の集い

 が開催され、当クラブより多数の会員が参加い

 たしました。 

２．５月１５日~１７日、福井県においてRYLAが

 行われ、当クラブより岸上会員のご紹介で細谷

 まりさんが参加されます。尚、細谷さんには６

 月１８日（木）の例会において参加報告をして

 いただく予定です。 

３．５月１６日（土）亀岡ＲＣ創立４５周年記念例

 会が宗教法人 大本において行われ、会長、幹事

 が出席いたします。 

４．６月２５日（木）の例会は時間を延長し、第６

 回クラブ協議会および次年度第１回クラブ協議

 会を行います。 

第１２１８例会 ２０１５年５月１４（木） Vol.２５-４０ 

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「鯉のぼり」 

 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 

  「京都の文化財を守る！」 

  西京消防署 署長 

梅垣 浩久様 

 閉会点鐘    13：30 

梅垣 浩久（うめがき ひろひさ）様 
 

ご略歴 

● 生まれ 

 昭和３５年１０月 京都市北区に生まれる 

 

● 学歴 京都産業大学 法学部 

 学生時代所属クラブ 高校１年までソフトテニス 
 

● 拝命年月日，最初の配属署 

 昭和５７年１０月 消防士を拝命・消防学校入校 

 昭和５８年 ３月 下京消防署 
 

● その後勤務所属 

 平成 ３年１０月 左京消防署 岡崎救急隊 

 平成 ７年 ４月 予防部 予防課（文化財係） 

 平成 ９年 ４月 警防部 警防計画課 

 平成１３年 ４月 防災対策室 担当係長 

 平成１５年 警防部 警防計画課 担当係長 

（警防管理係長を含む。） 

 平成１７年１０月 総務部 企画課担当係長 

 平成１９年 ４月 総務部 施設課課長補佐 

 平成２０年 ４月 安全救急部 情報通信課担当課長 

平成２１年 防災危機管理室 防災課長  

平成２３年 予防部 予防課長  

平成２５年 安全救急部 情報通信課長 

平成２７年 西京消防署長  
 

● 阪神・淡路大震災及び東日本大震災に関係するエピソード 

・阪神・淡路大震災のときには，発生翌日の１８日から 

 １９日まで，救急隊員として派遣され，２４時間交代 

 の職員が来るまで一睡もせず，倒壊家屋から救助され 

 た方や避難所で急病になられた方を救護して，医療機 

 関へ搬送した。 

・東日本大震災のときは，防災課長として現地への救援 

 物資の輸送や応援職員の派遣，被災者の受け入れなど 

 被災地に対して可能な限りの支援を行った。 

-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 

 

２０１5～２０１6年度 地区研修・協議会 
 

 日 程：  ５月２日（土） 
 

 会 場： 京都劇場 ホテルグランヴィア京都 
  

 参加者： 稲掛、吉田、森、内田、万殿、安田 

 太田の各会員 

左から米山ｶｳﾝｾﾗｰの児嶋会員、米山奨学生 

トンガラグ ノムルンさんと千田会長 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ５月２１日（木） 
  

クラブ・デー 

第９回クラブ討論会 

  「米山奨学生スピーチ」 

トンガラグ ノムルンさん 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月７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  ２名 

４月２３日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．１９％ 

  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 

 １１：００現地集合 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 8,000円 今年度累計 526,000円 
目標額 550,800円 達成率 95％ 

 

吉田  修 

・先日の地区協議会出席の皆様 

 ごくろうさまでした。 

BOXへ 松尾 義平、稲掛 英男、田中  守 

万殿 慎二 ・末永さんのスピーチ楽しみです。 

【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％ 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 7,000円 今年度累計  190,000円 
目標額 400,000円 達成率 48％ 

BOXへ 松尾 義平、吉田  修、万殿 慎二 

田中  守 

 

森  正廣 

・花巻イーハトーブマラソンゲストラン

 ナーは渋井陽子でした。 

 

 

山本 拓生 

・ＧＷ少年野球で広島は三原に行ってき

 ました。村田兆治旗争奪でバスト８で

 した。 

【ニコニコ箱】小計 39,000円 今年度累計 1,385,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 107％ 

末永  寛 ・スピーチさせていただきます。 

藤井文治郎 ・末永さんの話し楽しみです。 

稲掛 英男 ・末永様のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・末永さんのスピーチ楽しみです。 

 

谷口 泰義 

・末永様 フランス文化を勉強させて頂

 きます。 

 

岸上 隆幸 

・昨日、故 岡 正人氏の三回忌を妙心寺

 の大法院で行われました。 

 

児嶋 雄二 

・この度お世話する事になりました、  

 米山奨学生のノムさんです。 

林  良訓 ・ごぶさたです。 

中川 俊夫 ・カゼをひきました。 

万殿 慎二 ・地区研修会ご苦労様でした。 

太田 勝彦 ・欠席がちですいません。 

安田  勝 ・末永さんのスピーチ楽しみです。 

 

髙橋 英明 

・ゴールデンウィーク 

 姫路城は入場４時間待ちでした。 

 

瀬田 保二 

・楽しいお休みでしたか 

 末永様のスピーチを楽しみに。 

 

吉田  修 

・連休に善光寺参りをしてきました。 

 高いツアーでした。 

 

 

森  正廣 

・南信州、中川村ハーフマラソン    

 村民 5,000人の村に 3,500人参加、

 中央アルプス眺む雄大な村。 

 

松尾 義平 

・ゴールデンウィーク  

 私達には関係なし。  

德田 正彦 ・五月晴れです。若葉が目にしみます。 

松尾 義平 ・奨学生 トンガラグさんをお迎えして。 

BOXへ 田中  守、藤井文治郎、稲掛 英男 

德田 正彦、岸上 隆幸、林  良訓 

 

内山 正元 

・高野山へおまいりに行き、身も心もあ

 らわれました。 

【米山奨学会箱】 小計22,000円 今年度累計 530,000円 
目標額 600,000円 達成率 88％ 

千田  適 ・末永さんのスピーチ楽しみです。 

 

吉田  修 

・トンガラグ ノムルンさん 

 ようこそ！！ 

 これからよろしくお願いします。 

 

万殿 慎二 

・ノムルンさん ようこそ桂川ロー

 タリークラブへ。 



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 

「日本さくらﾛｰﾀﾘｰ会 合同例会」開催の為、例会日時臨時変更 
【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２１日 

（木） 

キンシ正宗㈱ 取締役 製造物流部長 田中  明様 

【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】 

＜京都西北ＲＣとの合同例会の為、例会変更＞ 

 

－ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ－「職場紹介（介護老人健康施設）」 

～新会員スピーチ～ 

「新会員スピーチ」 

「素材としての陶芸と現在の制作」 

「御所人形師という仕事」 

㈱京都科学 製造部製造２課 係長 和久田優子さん 「文化財の複製・復元」 

クラブ・デー 

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾋﾟｰﾁ 「自分史とロータリー」 小西 清茂会員 

「いわき桜ＲＣ10周年に向かって」 

京遊亭三木治師匠 渡辺 幹夫様 

人形工藝御所人形師  伊東 建一 氏 

古式特技法 穴太衆 第14代目石匠 ㈱粟田建設 取締役会長 粟田 純司様 

 

＊ビジター受付はありません 

会員 大川原 徹様 

「京都市政の問題点」 

-京都嵯峨野ＲＣとの合同例会-「育成型ｸﾗﾌﾞを目指して」 

「クラブデー」 

「京の水と酒文化」 

「未定」 

「犯罪のない安全・安心なまちづくり」 京都府警察本部長 山下 史雄様 

「落語と私～人間国宝 桂米朝師匠を偲んで」 

「払拭」 

「日本初のアジア太平洋地区ローターアクト 会議ホスト」 

-新会員スピーチ-「自己紹介」 

小川 文子様 

会長ｴﾚｸﾄ 平田喜洋様 ｺﾞﾙﾌ同好会会長 越川哲也様 

 木曽 耕一会員 

京都市会議員 穏塚  功様 

京都市文化市民局 動物園長 北区長 長谷川淳一様 

徳本 正悟会員  中井里映子会員 

細田 正人様 桐木 孝和様  

【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１５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１８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月１９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月２０日 

（水） 

「京都水族館と水族館事業について」 

小山 正博様 大亀 靖治様 

「飛行機整備士の一日」 

「京都市動物園 象の繁殖ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」 

「石の声を聞く」 

◆ 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 

京都水族館 館長 下村 実様 支配人 背山智久様 

剛  山会員 

会員 西川 昌樹様 

「３つが心和して」 佐野剛一会員 

㈱京都パープルサンガ 

代表取締役社長 今井 浩志様 

元全日空空輸㈱ 北谷 一夫様 

＊ビジター受付はありません 



 

 

第１８回 「川クラブ友好の集い」の報告 

 
日 時： ２０１５年５月１０日(日) 午前11時 大原美術館集合 

 

場 所： 大原美術館および倉敷美観地区 

 

参加クラブ： 川西猪名川ＲＣ(2名)、芦屋川ＲＣ(3名)、西宮夙川ＲＣ(2名)、橋本ＲＣ(1名)、

 粉河ＲＣ(4名)、京都桂川ＲＣ(13名)、岡山旭川(17名)。 

 

当クラブ参加者： 千田会長、万殿幹事、稲掛、松尾、森、田中、谷口、徳田、内山、 

 安田、吉田、吉田夫人、上原の各会員。     

     

内 容： 午前11時より大原美術館の研修室で館長および学芸員より日本を代表する西洋絵画、日本の近

 代芸術品、さらにオリエントの古代発掘品などを収集し総合的美術館として発展してきた大原美術

 館の創設からの経緯と代表的な展示品の見どころについて解説を受けた後、館内各館の展示品を

 鑑賞した。午後1時からアイビースクエアーホテルで懇親会が催された。各クラブの挨拶に続き、今

 回から参加された和歌山県粉河ＲＣの参加と橋本紀ノ川ＲＣが昨年12月末で解散されたのに伴い

 橋本ＲＣに移籍された会員の継続参加を満場一致で承認した。岡山旭川ＲＣの心づくしのおもてな

 しと瀬戸内海の海に幸、郷土料理、地酒などを堪能し、各クラブとの交流・親睦を深めた。さらに、

 発展的にロータリー財団補助金を得て「川クラブ友好の集い」として奉仕活動を模索しようとする気

 運も感じた。次年度は芦屋川ＲＣが担当と決まった。 

    

今日の歌「鯉のぼり」 
      文部省唱歌 

 甍
いらか

の波と 雲の波 

 重なる波の 中空
なかぞら

を 

 橘
たちばな

かおる 朝風に 

 高く泳ぐや 鯉のぼり 

 

 開ける広き 其の口に、 

 舟をも呑
の

まん様
さま

見えて、 

 ゆたかに振
ふる

う尾鰭
お ひ れ

には、 
 

 物に動ぜぬ姿あり。 


