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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 

201５.５.２８ No.1220 Vol.25-42 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開催い

 たします。 

２．５月３０日（土）京都洛南RC創立３０周年記

 念式典がリーガロイヤルホテル京都において行

 われ、会長、幹事が出席いたします。 

３．５月３１日（日）春の家族会が林会員のマリー

 ナ雄琴において１１時より行われます。 

 ご参加の皆様よろしくお願い致します。 

４．６月２０日（土）年度がわり会員親睦会を行い

 ます。多数のご参加お願い致します。 

５．５月２３日（土）賛西会が開催されました。

 参加会員の皆様お疲れ様でした。、 

６．５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・幹事会が開催さ

 れ、当クラブより現次年度会長・幹事が出席い

 たしました。 

第１２２０例会 ２０１５年５月２８（木） Vol.２５-４２ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「鐘の鳴る丘」 

 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- 

 「無題」 

    中川 俊夫会員 

閉会点鐘    13：30 

 

「年度がわり会員懇親会」のお知らせ 

 

日 時 ６月２０日(土)   

 １８：００～ 
 

場 所 未定   ＊決まり次第お知らせします。 
 

会 費 １０，０００円 
 

＊例会場において出欠をとっております。多数の 

  参加お願いします。 

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 

  

【路線情報】 

 

  
● ｾﾌ゙ﾝｲﾚﾌ゙ﾝ 

① 京都 → おごと温泉 ＪＲ湖西線・堅田行 

 9：57 10：17 
  

② 京都 → おごと温泉 ＪＲ湖西線・堅田行 

 10：11 10：32 

 

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 

今日の歌「鐘の鳴る丘」 

 
  作詞：菊田一夫、作曲：古関裕而、唄：川田正子 

緑の丘の赤い屋根 

とんがり帽子の時計台 

鐘が鳴ります キンコンカン 

メーメー小山羊（こやぎ）も啼（な）いてます 

風がそよそよ丘の上 

黄色いお窓はおいらの家よ 

５月会員誕生日お祝い→ 

鎌野会員と中川副会長 

 

 おめでとうございます 



 

ネパール大地震について 
 

 4月25日にネパールで大地震が発生し、甚大な被害が出て

いることに心よりお見舞い申し上げます。 

米山記念奨学会では、これまでに支援したネパール出身の奨

学生・学友211人のうち、メールアドレスをもつ185人にお見舞

いメールを出しました。現在、安否確認ができた学友は70人ほ

どで、「実家の自宅が全壊した」「母が亡くなった」「自宅がなく

なり、避難所にいる」などの返信が届いています。  

 ネパール出身の学友を中心に、個人や学友会、ロータリー地

区単位での支援活動も広がりつつあります。米山学友のジギャ

ン・クマル・タパさんとエソダ・バスネットさんご夫妻は、地震発

生直後から在日ネパール人たちと協力し、まずは必要なところ

へ緊急支援をしたいと奔走中です。 

 日本ネパール協会理事をつとめるタパさんは、5月7日から寝

袋や女性用品、軍手、マスクなど緊急物資をネパールに運び、

被害の大きい村々をまわりながら、瓦礫撤去のボランティア、信

頼できる現地団体への支援を行いつつ、現地情報を収集して

います。 

 ネパール出身の米山学友ビカス・ラムサルさんは、足利工業

大学で仲間とともに日々募金を呼び掛けています。 

 米山学友が中心となって設立した東京米山友愛ＲＣでも、ネ

パール支援のための義援金を広く呼びかけています。今年度

クラブ会長のギリ・ラムさんはネパール出身で、現地との連携

チームを作り、山間部で支援の手が届かないエリアを中心に支

援していきたいとのことです。 

 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【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％ 

次回例会 ６月４日（木） 
  

－会員スピーチ－ 

  「私にとってのロータリーについて」 

稲掛 英男会員 

  行事予定  

◆地区内行事 

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１３日（土） 米山学友総会ならびに新規米山奨学会

 歓迎会 京都市国際交流会館 12：00～ 

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３１日（日） 春の家族会 ﾏﾘｰﾅ雄琴 

 １１：００現地集合 

 ６月２０日（土） 年度がわり会員懇親会 

 １８：００～ 場所未定 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月２１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２１名（４名）７０．０％ 

ご来客  ２名 

５月７日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．１９％ 

【ニコニコ箱】小計 11,000円 今年度累計 1,418,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 109％ 

 

吉田  修 

・きょうはノムルンさんのスピーチです

 ね、楽しみです。 

出射 靖生 ・ノムルンさんのスピーチ楽しみに。 

 

稲掛 英男 

・トンガラグ ノムルンさんのスピーチ

 楽しみに。 

 

林  良訓 

・トンガラグノムルンさんのお話を楽し

 みに。 

 

山本 拓生 

・お見舞いのお花ありがとうございまし

 た。 

中川 俊夫 ・今日は会長の代役です、よろしく。 

森  正廣 ・ネコ探し佳境に。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 7,000円 今年度累計 544,000円 
目標額 550,800円 達成率 99％ 

出射 靖生 ・本日は晴天つり日よりですね。 

 

谷口 泰義 

・トンガラグ ノムルンさんのスピーチ

 を楽しみに。 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男、末永  寛 

【米山奨学会箱】 小計 6,000円 今年度累計 550,000円 
目標額 600,000円 達成率 92％ 

万殿 慎二 ・ノムさんのスピーチ楽しみです。 

BOXへ 稲掛 英男 

森  正廣 ・ノムルンさんのスピーチ楽しみに。 

 

吉田  修 

・ノムさん 

 いらっしゃーい ごゆっくりー。 

 

上原 従正 

・トンガラグ ノムリンさんをお迎えし

 て。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計  6,000円 今年度累計 201,000円 
目標額 400,000円 達成率 50％ 

BOXへ 吉田  修 

太田 勝彦 ・インターアクト発展のために。 

安田  勝 ・クラブ発展の為に。 



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 

｢会員近況ｽﾋﾟｰﾁ」 
【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～ 

６月４日 

（木） 

㈱銀花園 代表取締役 京都洛中RC 14-15年度会長ｴﾚｸﾄ  

井上 新一様 

【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】 

「自己紹介」 

 

－ｲﾆｼｭｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ－「仕事と趣味で充実した日々」 

「京都大学ｴｸﾞｻｾﾞｸﾃｨﾌﾞ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（ELP）について」 

「後祭山鉾巡行復活２年目を迎えて」 

京都西山RCとの合同例会のため、日時場所変更 

新入会員スピーチ「私の生き様！！」 

一般社団法人 ｼｽﾃﾑ科学研究所 上級研究員 土井 勉様 「これからの社会と安寧なまち」 

音楽例会 「歌は国境を越えて・・日本歌曲とオペラアリアのひととき」 

「国際交流とバレエの役割」 

「本年度の活動実績と申し送り」 

元海上保安官 sengoku38 一色 正春様 

会員 増本 廣行様 

 

2014-15年度RYLA受講生 （社）柊野福祉会 天白 佑樹君 

米山奨学生 羅  鑫さん 

会員 澤田 直隆様 

「ロータリー財団について」 

「魏 禧之の中国料理の世界」 

「2014-15年度RYLAに参加して」 

「京都で育った花の文化」 

「創立30周年記念例会開催の為、5/30に臨時変更」 

-新会員スピーチ-「京焼の今～初代文齋の時代と今～」 小川 文齋様 

「憲法について～今の日本にとっての最重要課題」 

「反社会的勢力との断絶は武蔵坊弁慶と紫野ﾛー ﾀﾘー ｸﾗﾌ゙会員との輪」 

「イスラム国（Islamic State；IS）と国際連合」 

「選手を育てる（育成）させる為のコーチング（指導）」 

＊ビジター受付はありません。 

 

京都ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞ ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 浜口  炎様 

ロータリー財団（地区財団委員）坂田 基禎様 

北山病院 澤田 親男様 

京都大学大学院 思修館 

教授 山口 栄一様 

佛教大学教授 京都中RC会員 八木  透様 

【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２９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 

６月１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月３日 

（水） 

「『大阪都構想』は京都に必要か？」 

京都大学 名誉教授 香西  茂様 

「太極拳って？」 

「認知症に関して」 

－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 

前衆議院議員 村上 政俊様 

公益財団法人 京都府暴力団追放運動

推進ｾﾝﾀｰ事業課長 上原 忠晴様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

キエフ国立バレエ学校姉妹学校 寺田ﾊﾞﾚｴ・ｱｰﾄｽｸｰﾙ校長  

高尾美智子様 

一之舟入オーナーシェフ 京都平安RC会員 魏 禧之様 

太極拳インストラクター 平井 真紀様 

石垣久美子様 小川さかえ様 島田真由美様 玉垣 栄様 吉野由美子様 


