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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 

「ﾛｰﾀﾘｱﾝとしての誇りをもって･･･」 

RI会長 ゲイリーＣ.K.ホァン氏 

-Ｌｉｇｈｔ Up Rotary- 
2014～15RIﾃｰﾏ 

ガバナー 北河原 公敬氏 

 

2014～15ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ 
-謙虚・誠実・精励- 
「ロータリーは心くばり」 「ロータリーに輝きを」 

THE ROTARY CLUB OF  

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERD  
AUGUST 21.1989 

京都桂川ロータリークラブ 

201４.７.３ No.1179 Vol.25-1 
W E E K L Y  B U L L E T I N 

201４～201５ 

「千田丸の出航」 



 

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 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ     13：00 

  「就任の挨拶」 

  会長・副会長・会長エレクト・幹事 

閉会点鐘  13：30 

 

会長就任のご挨拶 
 

2014-15年度会長 千田  適 
 

 

 ２０１４－２０１５年度、 

京都桂川ロータリークラブの会長就任

にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 わがクラブは今年度創立２５周年を

迎えます。 

 創立２５年という歴史の重み及び今

までの諸先輩会員のご苦労を思う時、創立２５周年とい

う節目の年、私に会長が務まるか非常に心もとないもの

があります。しかし、お引き受けした以上、万殿幹事の

サポート、クラブ及び会員の皆様のご協力を得ながら 

努力を惜しむことなく会長としての職務を果たしたいと

思っています。 

  ２０１４－２０１５年度 Ｒ.Ｉ.会長のゲイリーＣ．

Ｋ．ホアン (黄  其光 )氏はロータリーのテーマを 

「ロータリーに輝きを」とされています。 

  ロータリーの奉仕を人々と分かち合い、クラブを強力

なものとし、地域社会でロータリーの存在感を高めるこ

とで「ロータリーに輝きを」もたらしてほしいという 

趣旨で「ロータリーに輝きを」をテーマとされました。 

  また、北河原公敬第２６５０地区ガバナーは、地区の 

スローガンを「ロータリーは心くばり」(謙虚・誠実・精

励)とされています。 

  ロータリアンの奉仕活動を一人よがりでは駄目であり、

常に相手の思いや立場にそったものでなければならず、

そのためには「心くばり」が必要だとのお考えです。 

  私は、今年度のテーマを「ロータリアンとしての誇り

をもって・・・」といたしました。ロータリアンは 

ロータリークラブ及びロータリアンとして誇りをもって

おられるはずです。 

  私たちロータリアンは、ロータリー活動においては 

もちろん、社会生活・家庭生活等色んな場面における活

動において、ロータリアンとしての誇りをもって(行動し

よう)ということです。 

  我々一人一人がロータリアンとして誇りをもって行動

すれば、自ずからロータリーは輝くでしょうし、我々の

行いは独りよがりではなくなり、他者に対する心くばり

ができると考えたためこのようなテーマにしました。 

  最後に、私は今年一年間、会員の皆様がロータリアン

として誇りをもっていただけるようなクラブ運営を心が

けたいと思います。 

  どうか、この一年間、皆様のご指導、ご支援、ご協力

をいただきますよう、さらに、クラブの運営及び活動に

ご参加いただきますよう宜しくお願いいたします。 

第６回クラブ協議会 

次年度第１回クラブ協議会 

第１１７９回例会 ２０１４年７月３日（木） Vol.２５－１ 

１．本日例会終了後、７月度定例理事役員会を開

 催いたします。 

２．当クラブのＨＰが内田会員より新年度版に更

 新されました。皆さま一度ご覧ください。 

 http://katsuragawarc.com/ 

３．７月１日（火）「社会を明るくする運動」啓

 発活動が阪急桂駅において行われました。 

 参加の皆さまお疲れさまでした。 

◆前年度出席委員会 

ホームクラブ１００％出席者 

 内山正元会員   おめでとうございます 

Ｍ.Ｕ.後１００％出席者 

 一口茂樹会員、万殿慎二会員、森 正廣会員 

 創立25周年記念事業について 

 創立２５周年記念事業の一環として、桂少年剣道 

クラブへの試合用の「胴」１０個の贈呈式を下記の通り 

行います。 

 
 

 

千田会長、万殿幹事、森２５周年実行委員長、近藤   

 会員、末永２５周年副実行委員長が出席の予定です。 

 

一口幹事  内山会長 千田次年度会長 万殿次年度幹事 

日時 ７月８日（火） １９時 

場所 西京警察署 道場（３階） 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『６月２６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２５名（４名）８9．2％ 

6月12日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 56．0％ 

ご来客１名  

  ７月の行事予定  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 
一口 茂樹 ・内山会長 お世話になりました。 

 

出射 靖生 

・児嶋さん 

 土曜日はお世話になりました。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 21,000円 前年度累計 595,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 2,000円 前年度累計 209,000円 

【ﾎﾟﾘｵ・ﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 前年度累計 38,000円 

 

内山 正元 

・やっと最終例会を迎えました。 

 ホッ。 

・記念バッチをいただきました^_^ 

 

一口 茂樹 

・一年間ありがとうございました。 

・記念バッチをいただきました。 

 

安田  勝 

・内山会長、一口幹事様 お世話になり

 ありがとうございました。 

 

田中  守 

・会長、幹事 この一年お世話になり 

 ありがとうございました。 

 

吉田  修 

・内山会長 一口幹事はじめ理事役員

 の皆様ごくろうさまでした。 

 

藤井文治郎 

・会長、理事、役員の皆様 

 この一年間御苦労様でした。 

【ニコニコ箱】小計 119,000円 前年度累計  1,493,000円 

 

児嶋 雄二 

・今年度の会長、幹事、理事役員の方 

 ご苦労様でした。 

 

谷口 泰義 

・内山会長はじめ役員の皆様ごくろう

 さんでした。 

BOXへ 岸上 幸、林  良訓、内田 勝彦 

鎌野 孝和 

出射 靖生 

・内山会長をはじめ役員理事の皆様

 ご苦労様でした。 

上原 従正、松尾 義平 

千田  適、末永  寛 

 万殿 慎二        

・内山会長、一口幹事 

 一年間御苦労様でした。 

内田 勝彦、万殿 慎二 

 山本 拓生 

・年度がわり会員懇親会 

 おつかれ様でした。 

稲掛 英男 ・早退お詫び 

 

森  正廣 

・明後日、株主総会です。 

 今年は参加者が多い様です。 

 

吉田  修 

・本日の協議会 

 後半、早退させてください。 

BOXへ 末永  寛、千田  適、内田 勝彦 

 

万殿 慎二 

・児嶋さん 

 先日はありがとうございます。 

 

森  正廣 

・内山会長、一口幹事 

 １年間ごくろう様でした。 

 

松尾 義平 

・内山会長以下役員の皆様 

 ご苦労様でした。 

 

田中  守 

・ロータリー財団への寄付金、ご協力

 頂きありがとうございました。 

 

内山 正元 

・皆様、一年間ありがとうございまし

 た。 

 

 

 

 

出射 靖生 

・ワールドカップ残念ながら敗退 

 マスコミも皆がさわぎすぎ。世界ラ

 ンク四十何位の日本がベストエイト

 入りは夢の話し、世界はそうあまく

 ない。 

BOXへ 吉田  修、内田 勝彦 

【米山奨学会箱】小計 16,000円 前年度累計 600,000円 

松尾 義平 ・今期も無事終了。 

 

田中  守 

・米山記念奨学箱寄付金にご協力頂き 

 ありがとうございました。 

◆地区内行事 
 ７月１３日（日） 職業奉仕担当者研修会 
 TKPｶﾞー ﾃﾞﾝｼﾃｨ京都 13：00受付 13：30～ 
 ７月１９日（土） 青少年ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同会議 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 
 12：30受付 13：00～16：30 
 ７月２７日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞー ｼｯﾌﾟ研究会 
 第2650地区ＲＬＩ研修会 
 京都文教学園 9：45～17：00 

◆クラブ内行事  

 ７月 ３日（木） ７月度定例理事役員会 

次回例会 ７月１０日（木） 

「就任の挨拶」 
 

会計、SAA、ｸﾗﾌﾞ管理・運営、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、広報 

Ｒ財団・米山、戦略計画各委員長 

25周年実行委員長 

  

 年度がわり会員懇親会 
 

６月２１日に清水坂の日月庵にて年度がわり会員懇親会が

開催されました。 

内山会長のご挨拶・千田次年度会長の乾杯で開会。 

京のまちを一望しながらの食事、たいへん楽しい時間を 

過ごすことができました。 

次年度の創立25周年に向けて会員の皆様の力がひとつに

なったのではないでしょうか。 

どうぞ皆様、有意義な

ロータリー活動へのご

協力よろしくお願いい

たします。 

会場をご用意いただ

きました松尾会員あり

がとうございます。 
 

出席者： 藤井(文）、林、出射、一口、稲掛、鎌野、岸上、児嶋、

 万 殿、松 尾、森、太 田、千 田、瀬 田、末 永、髙 橋、

 谷 口、内 田、内 山、王、山 本、安 田、松 本 先 生、

 事務局 

次年度幹事 万殿慎二 

 



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1０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】 

「理事・役員就任挨拶」 

 

「年度始めの役員就任挨拶」 

～会長・幹事就任挨拶～ 

「就任挨拶」 

「就任の挨拶」 

「就任挨拶」 

会長、幹事、SAA 「新年度を迎えてⅠ」 

クラブ・デー「就任挨拶」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「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・副会長・幹事・会計・ＳＡＡ 

「就任挨拶」 

「就任の挨拶」 

「就任挨拶」 

第２回クラブ協議会「就任挨拶Ⅱ」 

「理事 就任挨拶」 

「ガバナー公式訪問所感」 RI第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

RI第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

クラブデー 

「会長就任挨拶」  

「就任挨拶」 

～新入会員スピーチ～「未定」 

会長 田中  伸二会員 幹事 民秋 康典会員 

2014～15年度理事 

SAA 松本 恒司様   ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 平田 喜洋様  

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 羽田  実様 

会員 藤岡 春樹様 

会長、幹事 

会長、役員、理事 

理事、役員 

一瀬  倫会長、人見 康裕幹事 

会長 久保 和子様 幹事 多田 裕昭様 

【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 

７月４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 

７月７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月９日 

（水） 

「『古事記』の魅力 カザフスタン人の目から見て」 

役員・各担当理事 

佛教大学総合研究所特別研究員  

アンダソヴァ マラル様 

「就任挨拶」 

各担当理事 

「就任挨拶」 

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 


