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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 

201５.６.２５ No.1224 Vol.25-46 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．本日、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。 

２．次週例会終了後、７月度理事役員会が開催され

 ます。 

３．７月１日（水）阪急桂駅西口において「社会を

 明るくする運動」が１７時より行われます。 

 多数のご参加よろしくお願い致します。 

４．６月２０日（土）年度がわり会員懇親会が鶴清

 において開催されました。多数のご参加ありが

 とうございました。 

第１２２４例会 ２０１５年６月２５（木） Vol.２５-４６ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「かたつむり」 

 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 

第６回クラブ協議会 

次年度第１回クラブ協議会 

 

閉会点鐘    13：30 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

６月３０日（火）京都洛南ＲＣ 

７月２２日（水）京都朱雀ＲＣ 

７月２３日（木）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都西山ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

６月２９日（月）京都平安ＲＣ 

７月 ６日（月）京都紫野ＲＣ 

７月２３日（木）京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

  

 ｢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       

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 

  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～ 

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～ 

 ◆クラブ内行事  

  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 

 
  

 
ご 挨 拶 

 

 

 いよいよ今年度最後の例会を迎えることができまし

た。 

 思い返せば、長いようで短い一年でした。 

 会長、それも創立二十五周年というロータリーにと

り節目の年の会長をお引き受けするにあたっては正直

大変不安でした。 

 しかしながら、クラブの運営については万殿幹事を

はじめとする理事役員の皆様、二十五周年記念事業に

ついては森実行委員長をはじめとする会員の皆様の協

力の下無事に乗り切ることができました。 

 本当にありがとうございました。 

 この一年間、私は、会員相互の親睦と友情が少しで

も深まることを目標として努力して参りましたが、 

一年を終えるにあたり、もっとやれることがあったの

ではないかという思いもいたします。 

 しかし、後のことは稲掛次年度会長にお委かせした

いと思います。 

 一年間会長を務めさせていただき桂川ロータリーク

ラブは本当にすばらしいクラブであることを認識しま

したし、桂川ロータリークラブの会員であって本当に

良かったと思いました。 

 桂川ロータリークラブの皆様、一年間本当にありが

とうございました。 

   平成２７年６月１９日 

           千田  適 

 今日の歌   かたつむり 

でんでん むしむし かたつむり 

お前のあたまは どこにある  

つの出せ やり出せ あたま出せ 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ７月２日（木） 

「就任の挨拶」 

会長、副会長、会長エレクト、幹事 

◇出席率報告◇  

出席率報告『６月１８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（７名） 出席者 ２５名（５名）８９．２９％ 

ご来客  ２名 

６月４日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．６６％ 

【ニコニコ箱】小計 17,000円 今年度累計 1,511,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 116％ 

 

千田  適 

・林さん 家族会有難うございました。 

 楽しかったです。 

【米山奨学会箱】小計 11,000円 今年度累計 607,000円 
地区目標額 720,000円  目標額 600,000円 達成率 101％ 

末永  寛 ・細谷さんのお話しを楽しみに。 

児嶋 雄二 ・細谷さんのスピーチ楽しみに。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計  5,000円 今年度累計 217,000円 
目標額 400,000円 達成率 54％ 

【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 

・細谷さんのスピーチ楽しみにしていま

 す。 

森  正廣 ・細谷まりさんのスピーチ楽しみに。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、稲掛 英男 

吉田  修 

 

万殿 慎二 

・マリーナでのバーベキュ 

 たいへん楽しかったです。 

出射 靖生 ・マーズが気になりますね。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

万殿 慎二 ・細谷さんのスピーチ楽しみです。 

 

吉田  修 

・ライラ受講生 細谷さん 

 ごうろうさまです。 

出射 靖生 ・細谷さんのスピーチ楽しみに。 

稲掛 英男 ・細谷様のスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・児嶋さん中川さんおつかれ様。 

太田 勝彦 ・欠席がちですいません。 

 

 

 

吉田  修 

・かつて私が勤務していた宮城の開拓

 酪農地北原尾に天皇・皇后が訪問され

 たという記事を見て、往時を思うこと

 しきり。 

 

万殿 慎二 

・内山さん、炉辺会合ありがとうござい

 ました。 

 

児嶋 雄二 

・札幌真駒内ＲＣの皆さんお世話にな

 りました。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計15,000円 今年度累計 598,000円 

 地区目標額 637,200円  目標額 550,800円 達成率 109％ 

 
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  

参加者： 林、出射、稲掛、児嶋、万殿、松尾、千田、德田、 

 内田の各会員、千田夫人、児嶋会員ご家族５名、

 松尾会員ご家族２名、米山奨学生ノムルンさん 

 大人１４名、子供４名 

 

森  正廣 

・福島県三春町さくら湖マラソンに

 １，６００人参加。復興支援の輪。 

 

岸上 隆幸 

・義父が逝去しました。 

 欠席申し訳ありませんでした。 

 

山本 拓生 

・細谷さん、ありがとう！ 

 貴方のおかげで役目を果たせました。 

児嶋 雄二 ・中国の工場が２０周年迎へました。 

安田  勝 ・家族会欠席おわび。 

 

稲掛 英男 

・万殿さん先日の家族会ではお世話にな

 りありがとうございました。 

 

万殿 慎二 

・内山さん 万殿さん 一口さん炉辺会

 合たくさん飲みました、有難う。 

上原 従正 ・今期の釣行 出だし好調です。 

５月３１日が悪天候のため延期になっておりました「春の家族

会」が、６月１４日に「マリーナ雄琴」で行われました。天候も

ちょうど良い曇り空で、参加人数は少なかったですが、児嶋会

員、松尾会員の小さなお孫さん、モンゴルからの米山留学生トン

ガラグ・ノムルンさんも参加され、にぎやかな家族会でした。 

トンガラグさんは生まれて初めのクルーザー体験に喜んでいただ

きました。 

ご参加の会員ご家族の皆様ありがとうございました。林会員お世話になりました。 



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 

｢就任挨拶」 
【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～ 

７月 ２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】 

「就任挨拶」 

会長 那須 浩郎様  副会長 佐東 賢一様  幹事 浦谷  悟様 

－年度最終例会－「退任挨拶」 

～会長・幹事退任挨拶～ 

「会長・幹事退任挨拶」 

「退任挨拶」 

「退任挨拶」 

会長・幹事・副会長・SAA 「一年を振り返って Ⅱ」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「本年度活動方針」 

 

会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督 

 

理事・役員 

会長 冨士森良輔様 幹事 名井 得郎様 

会長・副会長・幹事・会計・SAA 

よれよれ会 例会場変更 

「就任の挨拶」 

「就任挨拶」 

第１回クラブ協議会「理事就任挨拶/役員紹介」 

「最終夜間例会の為、場所・時間臨時変更」 

「『京都のこころ』世界へのプレゼント」 2015-16年度 会長 粂田 佳幸様 

「就任挨拶」 

「退任挨拶」 

「退任挨拶」 

「新年度を迎えて」 

会長 田中 伸二会員 幹事 民秋 康典会員 

会長 平田 喜洋様  幹事 中村 雅彦様 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

＊ビジター受付はありません。 

 

一瀬会長、人見幹事 

 

【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２６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２９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月３０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月 １日 

（水） 

役員理事退任挨拶 

会長 半井 隆利様 副会長 大藤 忠様 幹事 小西 規之様 

「就任挨拶」 

「退任挨拶」 

休会 

◆ 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 

会長・理事役員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

会長 副会長 副会長 会計 SAA 幹事 

会長・副会長・幹事・会計・SAA 

会長、会長エレクト、副会長、幹事 

会長 清水 章洋様 幹事 大森 剛様 副会長 井上与一郎様 


