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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 

201５.６.１８ No.1223 Vol.25-45 

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

 されました。 

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した。 

３．６月１７日（水）第３回京都市内２４RC連絡

 協議会 現次年度合同幹事会が開催され、当クラ

 ブより万殿、髙橋、山本、内山、末永の各会員

 が出席いたしました。 

４．６月２０日（土）年度がわり会員懇親会が鶴清

 において１８時より行われます。多数のご参加

 お願いします。 

５．６月２５日（木）例会時間を延長し、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

 開催いたします。ご出席よろしくお願いいたし

 ます。尚、委員会活動報告、次年度委員会活動

 計画をまだ提出いただいていない委員長は至急

 事務局までお願いします。 

第１２２３例会 ２０１５年６月１８（木） Vol.２５-４５ 

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 

  幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

  寄付報告 

スピーチ    13：00 

 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 

 閉会点鐘    13：30 

日 時 2015 年６月４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、林、中川、千田、吉田、田中、森、 

  出射、鎌野、内田、児嶋、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．次年度前期会費について 

４．次年度例会運営について 

５．表敬訪問について 

６．第一例会日の手順について 

７．第１回ｸﾗﾌﾞ討論会（ｸﾗﾌﾞ管理･運営）について7/17 

８．ｲﾝﾀｰｱｸﾄ夏季研修についてて8/2（日）-8/7（金） 

９．記念例会について 7/26（日） 

10．７月３１日の例会休会について  

11．現年度会長・幹事への記念品の贈呈について 

12．週報について 

13．市内２４ＲＣ現・次合同幹事会の件 6/17（水） 

14．会員増強ｾﾐﾅｰの件 6/27（土） 

15．大森英彦会員の名誉会員推戴の件 

16．その他 

 

  行事予定  

◆地区内行事 

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 
◇例会臨時変更のお知らせ 

６月２４日（水）京都西北ＲＣ 

６月２５日（木）京都洛東ＲＣ 

 

 

会員誕生日お祝い 

 １０日 上山泰弘会員   

 ２５日 林 良訓会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 太田勝彦会員 太田建工㈱ 

  １日 髙橋英明会員  ㈱髙橋ビル 

  Ⅰ日 松尾義平会員 ㈱京都市花き総合流通ｾﾝﾀ  ー  

６月おめでとうございます 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

６月２４日（水）京都朱雀ＲＣ 

６月２５日（木）京都さくらＲＣ 

６月２９日（月）京都平安ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

「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 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ６月２５日（木） 

 

第６回クラブ協議会 

次年度第１回クラブ協議会 

◇出席率報告◇  

出席率報告『６月１１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（７名） 出席者 ２２名（３名）８４．６２％ 

ご来客  ２名 

５月２８日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．８６％ 

BOXへ 末永  寛、稲掛 英男、田中  守 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 8,000円 今年度累計 583,000円 
 地区目標額 637,200円  目標額 550,800円 達成率 106％ 

出射 靖生 ・いよいよ梅雨入りですね。 

吉田  修 ・父の33回忌法要を無事に終えて。 

森  正廣 ・村岡様のスピーチ楽しみに。 

【ニコニコ箱】小計 15,000円 今年度累計 1,494,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 115％ 

稲掛 英男 ・村岡さまのスピーチ楽しみに。 

瀬田 保二 ・村岡先生のお話し楽しみに。 

王   杲 ・村岡先生のスピーチお楽しみに。 

出射 靖生 ・村岡様のスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・村岡徹様のお話、楽しみに。 

 

德田 正彦 

・村岡校長先生のスピーチを楽しみに

 しています。 

 

 

森  正廣 

・久しぶりの大原 

 音無の滝散策と「せりょう」で湯どう

 ふで一杯。 

中川 俊夫 ・最近 体力不足です。 

上原 従正 ・早退おわび。 

林  良訓 ・早退おわび。 

【米山奨学会箱】小計 14,000円 今年度累計 596,000円 
地区目標額 720,000円  目標額 600,000円 達成率 99％ 

安田  勝 ・村岡先生をお迎えして。 

万殿 慎二 ・ノムさん ようこそ。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計  3,000円 今年度累計 212,000円 
目標額 400,000円 達成率 53％ 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円  今年度累計  71,970円 
目標額 40,000円 達成率 177％ 

BOXへ 吉田  修 

田中  守 ・村岡徹様をお迎えして。 

万殿 慎二 ・村岡先生のお話し楽しみです。 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守 

吉田  修 ・ノムルンさんようこそ。 

上原 従正 ・トンガラグ ノムルンさん元気ですか。 

内田 勝彦 ・あじさいの季節ですね。 

 

谷口 泰義 

・吉田さん 私は毎朝メタセコイヤを見

 ております。 

第４回炉辺会合１班の報告 
 

 

６月１３日午後６時より、京都糸屋ホテルの菜彩ま

ゆにおいて、谷口、万殿、一口、内山の４名の出席の

もとに開催しました。 

この１年間を振り返り、２５周年行事のことが話題

にあがりました。実行委員会の指導のもと、各会員一

丸となって、クラブにふさわしい事業ができたことを

確認しました。 

炉辺会合の前に、万殿幹事が米山学友総会にトンガ

ラグさんと出席されており、その模様や米山奨学会の

有用性について心がこもった説明を受けられました。 

炉辺会合の持ち方について、年度初めに予め年間計画

や各班リーダーを決められたら、工夫をこらした会合

ができるのではないか、などの意見が出されました。 

午後８時半ころまでの時間でしたが、油がのったのど

ぐろなどをいただき

ながら、大いに話が

盛り上がりました。

万殿幹事のお魚の食

べ方がお見事で、感

心いたしました。 
 

会員 内山正元 

 

 ２０１４～２０１５年度 賛西会報告 
 

 

５月２３日（土）１７時４５分～  

於：ＡＮＡクラウンプラザＨ京都２階「平安の間」  

今年度の賛西会は、講師に株式会社独立総合研究所

代表取締役兼首席研究員の青山繁晴氏をお招きし、

「希望と祖国は甦る」というテーマで講演をしてい

ただきました。 

講演終了後、津田

パストガバナーよ

り乾杯のご挨拶を

いただき、食事を

交えながら和やか

な雰囲気で懇談が

行われました。最

後に京都西南RC鈴

木英正会長の閉会挨拶後、参加者全員で「手に手つ

ないで」を合唱してお開きとなりました。 
 

出席者 

 京都西南RC  １４人  京都西北RC   １３人 

 京都洛西RC  １８人  京都桂川RC  １４人 

 京都嵯峨野RC  ７人  京都平安RC  １２人   

 京都さくらRC １２人 京都西RC   ２９人 

（総数119人） 



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 

｢退任の挨拶」 
【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２５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】 

「退任挨拶」 

＊ビジター受付はありません。 

「無題」 

～現・次年度合同クラブアッセンブリー～ 

「理事役員退任挨拶」 

第８回アセンブリー 年次活動報告 次年度申送り 

「なぜ今日本料理なのか そのなぜと今後」 

理事 「一年を振り返って Ⅰ」 

夜間例会のため、時間変更「退任挨拶」 会長 名古光良様 

「退任挨拶」 

「最終例会を迎えて（退任挨拶）」 

 

京料理 直心房 さいき主人 才木  充様 

会長 小野 富造様 副会長 薮下 清三様 幹事 吉田 武雄様 

理事・役員 

理事・役員 

会員 道端  進様 

「『生演奏』と『レコード演奏』どちらが感動を得られるか」 

「退任の挨拶」 

「退任挨拶」 

第６回クラブ協議会「理事・役員・退任挨拶」 

「～会長・幹事 退任挨拶～」 

「一年を顧みて」 会長 佐竹 力總様 

「退任挨拶」 

「オペラ舞台衣装の世界」 

「退任挨拶」 

「退任挨拶」 

各委員会 委員長 

会長 伊東 一壽様  幹事 土井 正樹様 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

西村 伊久夫会員 

 

 

 

【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１９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２２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月２３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月２４日 

（水） 

第５回クラブアッセンブリー（年間締め括り）次年度第１回クラブアッセンブリー（次年度方針説明他） 

各担当理事 

「やれやれ会」 

第６回協議会「次年度のために」 

－最終例会－「退任挨拶」 

◆ 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 

オペラ舞台衣装デザイナー 松田  優様 

会長 西川 昌樹様 幹事 辻 宗和様 

理事・役員 

会長・幹事・SAA・会計 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

会長 野々村光生様  幹事 上田 昌平様 


