
創 立 

ホームページ 

メールアドレス 

1989年(平成元年)７月２７日 
クラブカラー ライトブルー 

事務局 〒600-8216   
京都市下京区東洞院塩小路下る 
京都センチュリーホテル内 
 TEL(075)344－5000  
 FAX(075)344－1340 

http://katsuragawarc.com/ 

katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

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 

201５.６.１１ No.1222 Vol.25-44 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．６月１３日（土）米山学友総会並びに新規奨学

 生歓迎会が京都市国際交流会館において行わ

 れ、万殿次年度米山委員長とトンガラグさんが

 出席されます。 

２．６月１４日（日）「春の家族会」がマリーナ雄

 琴において開催されます。１１時現地集合で

 す。参加の皆さんよろしくお願いいたします。 

３．６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がグランドプリンス

 ホテル京都において開催され、当クラブより 

 万殿、髙橋、山本、内山、末永の各会員が出席

 いたします。 

第１２２２例会 ２０１５年６月１１（木） Vol.２５-４４ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

  今日の歌「夏の思い出」 

 友愛の握手 

  ご来客のご紹介 

   会長挨拶 

    食事歓談 

  幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

  寄付報告 

スピーチ    13：00 

   「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 

閉会点鐘    13：30 

村岡  徹（むらおか とおる）様 
 

ご略歴 

Ｓ54.4 新規採用として京都市立藤森中学校に 

 国語科教員として赴任 

Ｓ63.4 京都市立 久世中学校に異動 

H11.4 京都市教育委員会 指導部 人権教育企画課 

 指導主事 

H14.4 京都市立 久世中学校 教頭 

H17.4 京都市立 久世中学校 校長 

H21.4 京都市教育委員会 指導部  学校指導課  

 首席指導主事 

H24.4 京都市教育委員会 指導部 東山泉教育企画

 推進室長（兼職） 

H25.4 京都市立 月輪中学校 校長 

H26.4 京都市 東山泉小中学校 校長 

 ＊H27年度 京都市立中学校長会 副会長 

   京都府公立中学校長会 副会長 

日 時 2015 年６月４日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、稲掛、万殿、内田、出射、 

  児嶋、末永、上原、山本、松尾、一口、 

  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．年度末会員懇親会について 

４．次年度への引継ぎについて 

５．決算総会における会計監査選任について 

６．社会を明るくする運動について 7/1（水） 

７．バヌアツ台風･ネパール地震の災害義援金について

８．会員増強について 

９．２５周年記念事業について 

10．その他   ◇例会臨時変更のお知らせ 

６月１６日（火）京都東山ＲＣ 

６月１８日（木）京都南ＲＣ 

６月２４日（水）京都西北ＲＣ 

６月２５日（木）京都洛東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

６月１７日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

６月２４日（水）京都朱雀ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

第４回炉辺会合３班の報告 
 

 ６月３日（水）桃園亭にて、上山、出射、瀬田、髙橋、王会員

の５名にて開催いたしました。 

 おいしい中華料理をいただきながらテーマの「この一年間

を振り返って」について語り合い、千田会長の指導力とマイ

ペースにより、この２５周年をのりこえられた事はさすがとのこ

と、又、２５周年実行委員の頑張りもさすがと皆で語り合いま

した。 

 又、その後私的な問題に話がうつり、ある会員が４５年間の

人生の頑張りを振り返りながら話され、皆で感激しながら楽

しい一夜（６時～９時３０分）を送らせて頂きました。 

王さん、長居してすいませんでした。 

おいしかったです！ 
 

 

 -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 

 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  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～ 

 ◆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 

次回例会 ６月１８日（木） 

クラブ・デー 

 「RYLAに参加して」 

 RYLA受講生 ㈱ジェイ・エス・ビー 

細谷  まり様 

◇出席率報告◇  

出席率報告『６月４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  １名 

５月２８日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．８６％ 

 

  今日の歌 「夏の思い出」  
作詞 江間章子  作曲 中田喜直 

 

夏がくれば思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧のなかにうかびくる 

やさしい影 野の小径（こみち） 

水芭蕉の花が咲いている 

夢見て咲いている水のほとり 

石楠花（しゃくなげ）色にたそがれる 

はるかな尾瀬 遠い空 

【ニコニコ箱】小計 40,000円 今年度累計 1,479,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 114％ 

京都さくらRC 

池田 寿子様 

・桂川RCの皆様こんにちは 

 京都さくらRC 京都観光おもてなし 

 大使の池田寿子です。来春10周年を迎

 えます。宜しゅうに。 

 

稲掛 英男 

・今日、つたないスピーチをさせて頂き

 ます。 

安田  勝 ・稲掛会員のスピーチ楽しみです。 

岸上 隆幸 ・稲掛さんのスピーチ楽しみです。 

瀬田 保二 ・稲掛先生のお話しを楽しみに。 

藤井文治郎 ・稲掛さんのスピーチ楽しみです。 

 

山本 拓生 

・はずかしながら、妹が結婚しました。 

 自祝 

松尾 義平 ・庭のアジサイがキレイです。 

 

谷口 泰義 

・中退おわび。稲掛さんのスピーチ聞け

 ず残念です。 

 

 

吉田  修 

・先日の日曜日、晴れでしたね。 

 滋賀県マキノ町のメタセコイヤ並木を

 見に行ってきました。 

 

出射 靖生 

・上山先生 昨日は炉辺会議お世話にな

 りました。 

BOXへ 德田 正彦、児嶋 雄二、鎌野 孝和 

 

森  正廣 

・小浜市田烏のテニス合宿を楽しみま 

 した。 

中川 俊夫 ・皆さんMERSに気をつけましょう。 

林  良訓 ・梅雨にはいりました。 

BOXへ 岸上 隆幸、稲掛 英男、鎌野 孝和 

田中  守 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 19,000円 今年度累計 575,000円 
目標額 550,800円 達成率 104％ 

末永  寛 ・稲掛さんのお話しを楽しみに。 

万殿 慎二 ・稲掛さんのお話し楽しみです。 

吉田  修 ・稲掛エレクトのお話、楽しみにー。 

松尾 義平 ・長江の事故気の毒です。 

 

千田  適 

・会長としての仕事も１ヶ月を切りまし

 た。頑張ります。 

藤井文治郎 ・アイフォーンの使い方むずかしいです。 

 

内山 正元 

・初夏ですね。花しょうぶの季節となり 

 ました。 

【米山奨学会箱】小計 22,000円 今年度累計 582,000円 
目標額 600,000円 達成率 97％ 

千田  適 ・稲掛先生のお話楽しみです。 

BOXへ 德田 正彦、万殿 慎二、松尾 義平 

稲掛 英男、吉田  修、鎌野 孝和 

田中  守 

上原 従正 ・稲掛会員のスピーチを楽しみに。 

出射 靖生 ・次期会長のスピーチ楽しみに。 

藤井文治郎 ・いそがしくなってきました。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円  今年度累計  71,970円 
目標額 40,000円 達成率 177％ 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計  4,000円 今年度累計 209,000円 
目標額 400,000円 達成率 52％ 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、松尾 義平 

田中  守 ・稲掛先生のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 鎌野 孝和 



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 

｢社会教育委員という活動」 
【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１８日 

（木） 

 

【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】 

＜ごくろうさん例会の為、例会変更＞ 

副会長 中村 和夫様  幹事 奥村 昇三様  SAA 大友 義博様 

「婦奏夫随－もう一つの仕事」 

～理事・役員退任挨拶～ 

「理事役員退任挨拶」 

第７回アセンブリー 年次活動報告 次年度申送り 

「ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画“日本一幸せな従業員をつくる！”制作を通じて学んだこと」 

RI第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 

平井 義久様 
－第24回創立記念例会-「京都洛中ロータリークラブ創立35周年を迎えて」 

「退任挨拶」 

休会 

「RYLAに参加して」 

阪神タイガース元監督 岡田 彰布様 

NPO法人 ﾊｰﾄｵﾌﾞﾐﾗｸﾙ 

 代表 岩崎 靖子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

理事・役員 

＊ビジター受付はありません。 

会員 草鹿 晋一様 

「ドイツで学んだこと、帰国後の音楽活動、そこで感じた事」 

「退任の挨拶」 

「退任挨拶」 

第５回クラブ協議会 

「～理事・役員 退任挨拶～」 

「京都に想う」 国立京都国際会館 館長 京都RC会員 木下 博夫様 

「野球人生～道一筋」 

「１年の活動報告」 

「子どもたちに伝えたいこと」 

「酒場と街のアンソロジー」 

各委員会 委員長 

2014-15年度RYLA受講生 三共精機㈱ 岡田 莉奈さん 

ライター バッキー井上氏 

関西二期会準会員 吉田 昌樹様 

RI第2580地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 一般財団法人比国育英会 

ﾊﾞｷﾞｵ基金 名誉会長 東京豊島東RC会員 前川 昭一様 

14-15年度理事・役員 

 

【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１２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１５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月１６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月１７日 

（水） 

「未定」 

ヴィアトール学園 洛星中学 洛星高等学校 阿南 孝也様 

「スーパーサーズデー」「退任挨拶」 

「ロータリーの奉仕活動について」 

ヤレヤレ会 例会時間臨時変更 

◆ 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 

 

京都紫野ローターアクトクラブ 

各担当理事・役員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

理事・役員 

会長、会長エレクト、副会長、幹事 

京都文教短期大学教授 森川 知史様 


