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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 

201５.５.２１ No.1219 Vol.25-41 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．５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

 が出席いたしました。 

２．５月２３日（土）賛西会がANAクラウンプラ

 ザホテルにおいて開催され、当クラブより１４

 名の会員が出席いたします。 

３．５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・幹事会がホテルグ

 ランヴィア京都において開催され、千田会長、

 万殿幹事および稲掛会長エレクト、吉田次年度

 幹事が出席いたします。 

第１２１９例会 ２０１５年５月２１（木） Vol.２５-４１ 

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・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 

閉会点鐘    13：30 

日 時 2015 年 5 月 7 日(木) 

  現年度理事役員会終了後 京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  稲掛、中川、千田、吉田、田中、森、髙橋、 

  太田、万殿の各会員 
   

 議 事 

１．ＣＬＰ委員会構成（案）に関する件 

２．年間行事予定に関する件 

３．次年度予算（案）について 

４．地区大会およびＩＭ登録料について 

５．会長テーマ並びに会長所信とクラブ運営について 

６．次年度例会運営について 

７．地区研修協議会報告 

８．記念例会について 

９．大森英彦名誉会員について 

10．週報について 

トンガラグ ノムルン様 
 

モンゴル生まれ 

立命館大学 国際関係学部グローバルスタディーズ  

３年 

 

2014-15年度 第４回炉辺会合のお知らせ 
 

本年度第４回炉辺会合を６月末日迄に開催いただき、 

会合終了後には事務局宛へ報告お願いします。 

＊テーマ「この一年を振り返って」      

   クラブ管理運営委員長 出射 靖生 

 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 内山 一口 
 藤井、万殿、谷口、山田 

 大森 

2 德田 安田  林、森、内田、吉田 

3 上山 出射  瀬田、山本、髙橋、児嶋 

4 千田 鎌野  王、岸上、中川、稲掛 

5 上原 松尾  太田、末永、田中、近藤 

日 時 2015 年 5 月 7 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、稲掛、万殿、末永、髙橋 

  山本、松尾、田中、森の各会員 

 議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．賛西会分担金について 

４．第６回ｸﾗﾌ゙ 協議会・次年度第１回ｸﾗﾌ゙ 協議会について 

５．春の家族会について 

６．２５周年記念事業について 

 

７．会員増強について 

８．コピー機のリースについて 

９．その他  

「京都の文化財を守る！」 

   西京消防署 署長 

梅垣 浩久様 
 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ５月２８日（木） 
  

－会員スピーチ－ 

  「無題」 

中川 俊夫会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月１４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２５名（４名）８９．２９％ 

ご来客  ７名 

  行事予定  

◆地区内行事 

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 

 聖ﾊﾟｳﾛ学園光泉中学・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  ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 

 １７：００受付、１７：４５～ 

 ５月３１日（日） 春の家族会 ﾏﾘｰﾅ雄琴 

 １１：００現地集合 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

【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 5,000円 今年度累計  195,000円 
目標額 400,000円 達成率 49％ 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、田中  守 

藤井文治郎 

BOXへ 末永  寛、万殿 慎二、千田  適 

吉田  修、鎌野 孝和、田中  守 

【米山奨学会箱】 小計14,000円 今年度累計 544,000円 
目標額 600,000円 達成率 91％ 

 

谷口 泰義 

・松尾様、安田様 呉、江田島 

 大へん有難うございました。 

 

 

稲掛 英男 

・万殿さん、吉田さん 川クラブでは 

 お世話になりありがとうございまし

 た。 

安田  勝 ・梅垣署長をお迎えして。 

 

会員誕生日お祝い 

 ２５日 児嶋雄二会員  ２９日 鎌野孝和会員 

 ２９日 内山正元会員 
 

結婚記念日お祝い 

  ４日 内山正元会員   ８日 万殿慎二会員 

 １０日 藤井文治郎会員  ２８日 千田 適会員 
 

創業記念日お祝い 

 １０日 児嶋雄二会員  ㈱京写 

 １８日 王  杲会員 ㈱長城 

 ２３日 近藤永太郎会員 川西幼稚園 
  

５月おめでとうございます 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 11,000円 今年度累計 537,000円 
目標額 550,800円 達成率 97％ 

 

森  正廣 

・川クラブごくろうさんでした。 

 粉河ＲＣが新加入しました。 

 

千田  適 

・先日の川クラブの集まり楽しかったで

 す。 

【ニコニコ箱】小計 22,000円 今年度累計 1,407,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 108％ 

 

千田  適 

・梅垣様 本日のスピーチよろしくお願

 いいたします。 

吉田  修 ・梅垣様のお話、楽しみに。 

出射 靖生 ・梅垣様のスピーチ楽しみに。 

末永  寛 ・梅垣さんのお話しを楽しみに。 

稲掛 英男 ・梅垣様のスピーチ楽しみに。 

鎌野 孝和 ・久しぶりです。 

 

内山 正元 

・倉敷、大原美術館の展示品はすばらし

 かった。 

森  正廣 ・伊根の「油屋」に泊まってきました。 

上原 従正 ・早退おわび。 

田中  守 ・川クラブお世話になりました。 

万殿 慎二 ・ほろにが会たいへん楽しかったです。 

中川 俊夫 ・まだ、カゼが治りません。 

BOXへ 児嶋 雄二、林  良訓 

 

吉田  修 

・先日の川クラブの集いにご出席の皆様 

 お疲れさまでした。 

藤井文治郎 ・梅垣さまのスピーチ楽しみです。 

万殿 慎二 ・梅垣署長 よろしくお願いします。 

出射 靖生 ・アツイ。 



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 

｢未定」 
【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２８日 

（木） 

細見美術館 財）細見美術財団 館長 京都RC会員 細見良行様 

【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】 

「検査で守る食の安全」 

藤井 康弘様 

－クラブ創立記念スピーチ－「クラブ創立記念日に因んで」 

「ＲＬＩについて」 

「父の言葉・姉の事」 

－休会－ 

「故米田力三会員・故奏 幸夫会員・故佐藤鐵夫会員 追悼例会」 

フリーランスで翻訳 北中 千鶴さん 「私の夢－経験と出会いが育んだもの－」 

会員スピーチ「今日から考える事業承継」 

新会員スピーチ 

～京都乙訓RCとの合同例会～ 

上京税務署副署長 山部 俊治様 

 

ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会  

事務局長 鏡山 治郎様 

茶道同好会 会員 角  宗広様 

保健福祉局衛生環境研究所生活衛生部門担当課長 伴埜 行則様 

会員 木下  收様 

クラブデー アッセンブリー 

「松尾祭今昔」 

「お茶会」 

「琳派-麗しき日本の美－」 

「未定」 

「動脈から攻める新しいがん治療」 医療法人 龍志会 ｹﾞｰﾄﾀﾜｰIGTｸﾘﾆｯｸ 院長 堀 信一様 

「マイナンバー制度について」 

「松下幸之助のサービス哲学」 

春の家族懇親会のため例会時間・場所臨時変更 

～音楽例会～「沖縄民謡ライブ」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

沖縄の島唄とお料理くぼちよ一号店 店主 久保田晃平様 

 

 

地区ＲＬＩ委員会ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ会員 北尾 隆明様 

アンジュ・バレエ主催 稲垣直子事務所 稲垣 志代美様 

【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２２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２５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月２６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月２７日 

（水） 

「京都・洛中での酒造りの歴史と文化」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「スーパーサーズデー」 

クラブ・フォーラム 「創立２５周年にむけて」 

「音羽の山寺-清水寺と法厳寺-」 

◆ 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 

佐々木酒造㈱ 代表取締役 佐々木 晃様 

PHP研究員 客員・松下社会科学振興財団評議員  

谷口 全平様 

林歯科医院 院長 会員 林  甫様 

森本  勝会員  本舘 弘之会員  岡田 一毅様 

松尾大社宮司 京都西RC会員 生嶌 經和様 

 

 


