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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 

201５.６.４ No.1221 Vol.25-43 

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、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した。 

３．５月３１日（日）の春の家族会を６月１４日

（日）に変更し開催します。 

 多数のご参加お願い致します。 

第１２２１例会 ２０１５年６月４（木） Vol.２５-４３ 

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－ 

   「私にとってのロータリーについて」 

稲掛 英男会員 

 

閉会点鐘    13：30 

 

春の家族会 
 

日 時： 平成２７年６月１４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】 

 

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 

 

 -会員スピーチ- 

 「無題」 

   

中川 俊夫会員 

 

「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 鶴清
つるせい

   下京区木屋町五条上ル 

   ℡ 351-8518 

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。 

市内ＲＣ次年度周年行事のご案内 
 

２０１５年 

・京都ＲＣ 創立９０周年記念式典・祝宴 

  １０月７日（水）京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

２０１６年 

・京都西北ＲＣ 創立４０周年記念式典 

  ３月２４日（木）京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

 創立４０周年記念事業 

「わたしたちの日本の食文化を知る（仮題）」 

  ２月２８日（日） 

  KBSｶﾙﾁｬｰKBSﾎｰﾙ 

・京都紫野ＲＣ 創立４０周年記念式典 

  ６月４日（土）京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 

・京都中ＲＣ 創立２５周年記念例会 

  ４月１６日（土）京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

・京都さくらＲＣ 創立１０周年記念式典 

  ５月１１日（水） 

  ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ京都 

・京都東ＲＣ 創立６０周年記念式典 

  ５月２０日（金） 

  ｳｪｽﾃｨﾝ都H 

  

 去る５月３０日（土）京都洛南RC創立30周年記念 

例会がリーガロイヤルホテル京都において行われ、 

千田会長と万殿幹事が出席いたしました。 



 
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１１日（木） 
  

「小中一貫教育の視点から見る教育の現状」 

京都市立 東山泉小中学校 校長 

村岡  徹様 

  行事予定  

◆地区内行事 

６月１３日（土） 米山学友総会並びに新規奨学生歓迎会 

  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 17：30受付 

 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～ 

７月１２日（日） 2015-16年度青少年グループ合同会議 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 12：30受付 13：00～ 

７月２５日（土）米山奨学生集会及び懇親会 

 からすま京都ﾎﾃﾙ 13：30受付 14：00～ 

７月２６日（日）ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） 

 第2650地区ＲＬＩﾊﾟｰﾄ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00 

 ◆クラブ内行事  

  ６月２０日（土） 年度がわり会員懇親会 

 １８：００～ 鶴清 

  ７月 １日（水）社会を明るくする運動 

 阪急桂西口 17：00～ 

  ７月２５日（土）三重中央ＲＣウェルカムパーティー 

  ７月２６日（日）創立26周年記念例会 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月２８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２６名（４名）９２．８６％ 

ご来客  ０名 

５月１４日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２９％ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 12,000円 今年度累計 556,000円 
目標額 550,800円 達成率 101％ 

安田  勝 ・中川さんのスピーチ楽しみです。 

上原 従正 ・中川会員のスピーチを楽しみに。 

BOXへ 岸上 隆幸、鎌野 孝和、田中  守 

【米山奨学会箱】小計 10,000円 今年度累計 560,000円 
目標額 600,000円 達成率 93％ 

末永  寛 ・中川さんのお話を楽しみに。 

BOXへ 万殿 慎二、千田  適、吉田  修 

鎌野 孝和、稲掛 英男、田中  守 

谷口 泰義 ・中川さん 世界に平和を。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計  4,000円 今年度累計 205,000円 
目標額 400,000円 達成率 51％ 

BOXへ 出射 靖生、吉田  修、田中  守 

 

森  正廣 

・大山名和マラソン。 

 海アリ、山アリ、自然がいっぱい。 

  

 ｢社会を明るくする運動」 

啓発活動のお知らせ 
 

 日 時： ７月１日（水） １７：００より 

 場 所： 阪急桂駅西口 

＊皆様奮ってご参加ください 

【ニコニコ箱】小計 21,000円 今年度累計 1,439,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 111％ 

 

千田  適 

・今年度もあと１ヶ月となりました。 

 あと１ヶ月よろしくお願いします。 

 

中川 俊夫 

・今日は私がスピーチします。 

 よろしく。 

稲掛 英男 ・中川会員のスピーチ楽しみに。 

髙橋 英明 ・中川さんのスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・中川さんのスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・中川会員のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・中川さんのスピーチ楽しみに。 

 

森  正廣 

・日本建国の地。 

 南淡路「おのころ島神社」を訪ねて。 

 

児嶋 雄二 

・タクシーで 

 熊野古道にいって来ました。 

 

 

岸上 隆幸 

・二週間続けての欠席で申し訳ありませ

 んでした。 

 中川さんのお話し楽しみです。 

一口 茂樹 ・暑いですね。 

林  良訓 ・あついです。 

内山 正元 ・暑いです。体がついていきません。 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

吉田  修 

・夏でもないのに真夏日とは 

 これいかに。 

稲掛 英男 ・暑いですネ。 

 

万殿 慎二 

・中川さんのスピーチ楽しみにしていま

 す。 



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 

｢音楽例会」 
【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１１日 

（木） 

14-15年度RYLA受講生 関原 真由子様 

【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】 

「次年度第１回クラブ・アッセンブリー」 

久野 成人様、増田 典様、松林 正高様、和多田久太朗様、佐東 賢一様 

「今年の親睦」 

「ことばによる思考力・想像力について-国語教育の視点から-」 

「ＲＹＬＡに参加して」 

「ロータリー生活四半世紀を過ごして」 

「京都企業の経営と文化」 

㈱世代継承活学社  

代表取締役 蔡 龍日様 
「在日留学生の現状と活性化」～在日26年元米山奨学生が語る留学の意義と役割～ 

「退任挨拶」 

「我がﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌ四半世紀」 津田 純一会員 

「いわき桜ロータリークラブ訪問報告」 

 

京都府副知事 山下 晃正様 

㈱清昌堂やました 代表取締役 京都RC会員 山下 寛一郎様 

 

 

会員 山本 精一様、室 公博様、中村 幸男様 

「現代アートから世の中を」 

「前立腺癌、最近の話題」 

「クラブデー」 

「RYLA報告」 

「～理事 退任挨拶～」 

「京都案内 最前線からの報告」 宣京師 小嶋 一郎様 

クラブデー 

「木地の茶道具」 

「犯罪のない安全・安心まちづくり」 

「戦国乱世から太平の世へ」 

山本 隆一会員 

いわき桜RC訪問参加会員 

京都大学 名誉教授 藤井 讓治様 

大雅堂 庄司 恵一様 

 

京都教育大学 学長  

位藤紀美子様 

2014-15年度RYLA受講生 京都洛西RAC会長 森  真琴様 

【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 

６月５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８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月１０日 

（水） 

「写真の楽しみ方」 

京都府警察本部 本部長 山下 史雄様 

「退任挨拶」 

「バギオ基金について」 

－スピーチ－「お茶を楽しもう」 

◆ 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 

写真同好会幹事  懸野 直樹様 

指物師 岩本 秀樹様 

各担当理事 

「ロータリーについて」 木下 博史会員 

京都桂病院 副院長 京都さくらRC会員 野々村光生様 

理事、役員 

日本ハープ協会理事・マキ音楽院講師 摩寿意英子様 


