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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 CHARTERD  
AUGUST 21.1989 

京都桂川ロータリークラブ 

「ルクセンブルグ」 

撮影：松尾義平会員 

201４.７.１０ No.1180 Vol.25-2 
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 



 

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「琵琶湖周航の歌」 

  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    

スピーチ     13：00 

    「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 
 

 閉会点鐘  13：30 

第１１８０回例会 ２０１４年７月１０日（木） Vol.２５－２ 

１．７月１３日（日）「職業奉仕担当者研修会」

 が開催され、当クラブから髙橋職業奉仕委員長

 が出席されます。 

日 時  2014 年７月３日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、内山、万殿、内田、出射、 

  児嶋、末永、髙橋、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．上半期会費納入状況 
３．表敬訪問に関する件 

４．２５周年記念例会に関する件 7/24 
５．第１回ｸﾗﾌﾞ討論会（ｸﾗﾌﾞ管理・運営）について7/17

６．第２回クラブ討論会（新世代）について8/28 
７．ロータリー希望の風奨学金について 
８．第１回炉辺会合について 

９．会員増強について 
10．休会会員について 
11．ＩＭの登録について 

12．例会の受付について 
13．例会食事について 

14．ﾌｨﾘﾋﾟﾝ台風被害復興予防接種拡大ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの参加と協力 

15．2015-16年度青少年交換について 
16．その他 

フィリピン台風被害復興 予防接種拡大プログラムへの 

  ご参加・ご協力のお願い 
 

皆様よりフィリピン・タクロバン地区への台風災害復
興救援金としていただいたご寄付により、被害に遭っ
た学校の修復支援と、デング熱に対する医療支援を実
施致しております。しかしながら、現地では台風被害
後の衛生環境は劣悪極まりなく、世界的にポリオフ
リーを目前にしながら、ポリオがいつ発症しても不思
議ではない状況となっており、ポリオワクチン投与支
援は急務となっております。 
そこで、地区国際奉仕委員会では次の通り 2014 年内に
再度ポリオミッションを行うことを計画致しました。
是非とも地区内からの多くの皆様のご参加とご協力
（ご寄付）を賜りたくご案内とお願いを申し上げます。 
 

実施期間 ９月２１日（日）～２４（水） 

実施場所 フィリピン・レイテ島 
 

＊ミッション参加者は交通費等の個人参加費が 

 必要となります。 

＊７月の理事役員会においてクラブとして寄付 

 協力する事が承認されました。 

今日の歌 「琵琶湖周航の歌」 
 小口 太郎作詞 吉田 千秋作曲 

 

われは湖
うみ

の子  さすらいの 

旅にしあれば  しみじみと 

のぼる狭霧
さ ぎ り

や さざなみの 

志賀の都よ いざさらば 

 「就任の挨拶」 

前年度ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ100％出席 

 内山正元会員と会長 
M.U.後100％出席者 

 森 正廣会員、会長、一口茂樹会員 

 万殿慎二会員、 

千田会長 中川副会長 

稲掛会長ｴﾚｸﾄ 万殿幹事 

  

  社会を明るくする運動啓発活動 
 

7月1日に阪急桂駅にて社会を明るく

する運動啓発活動が行われました。 

西京区長をはじめ多くの参加者と共

に4000個のティシュを配布しました。 

参加者は千田会長  徳田会員   

山本会員(着ぐるみに入って大奮闘) 

万殿でした。 

皆様、暑い中ご苦労様でした。特に山本さん・・・ 

次年度幹事 万殿慎二 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２７名（４名）９６．４％ 

６月１９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．３．％ 

ご来客１０名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  ７・８月の行事予定  

◆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 
 ８月 ８日（金） 第１回市内24RC連絡協議会会長・幹事会 
  ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH 17：30受付 18：00～ 

◆クラブ内行事  

 ７月３１日（木） 休会 

 ８月 ７日（木） ８月度定例理事役員会 

 ８月１４日（木） 休会 

次回例会 ７月１７日（木） 

－クラブ・デー 

第１回クラブ討論会（会員増強） 

BOXへ 田中  守、万殿 慎二、吉田  修 

鎌野 孝和、松尾 義平 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計  6,000円  今年度累計  6,000円 
目標額 400,000円 達成 2％ 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計 1,000円   今年度累計  1,000円 
目標額 40,000円 達成 3％ 

BOXへ 万殿 慎二 

 

森  正廣 

・千田会長、万殿幹事 

 ごうろうさんです。 

BOXへ 岸上 幸、上山 泰弘、稲掛 英男 

 

鎌野 孝和 

・安田様、谷口様、吉田様 先日は楽 

 しい時間をありがとうございました。 

【米山奨学会箱】小計 40,000円 今年度累計 40,000円 
目標額 600,000円 達成 7％ 

 

德田 正彦 

・内山前会長、一口前幹事、役員一同 

 前年度はご苦労様でした。 

 

田中  守 

・米山記念奨学箱へのご協力をお願い 

 致します。 

児嶋 雄二 ・今年一年よろしくお願いしたします。 

千田  適 ・今年もよろしく 

BOXへ 万殿 慎二、吉田  修、上山 泰弘 

松尾 義平、稲掛 英男、鎌野 孝和 

 

王   杲 

・先日、安田先生、鎌野先生、吉田先生 

 谷口さん有難う御座いました。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 44,000円 今年度累計 44,000円 
目標額 550,800円 達成 8％ 

 

千田  適 

・今年は、創立25周年です。 

 頑張りましょう。 

 

吉田  修 

・賛西会の会長、幹事様の表敬訪問を 

 受けて。 

松尾 義平 ・国際奉仕委員会にご協力を･･･ 

 

内山 正元 

・千田さん、万殿さん 

 一年間頑張って下さい。 

 

山本 拓生 

・千田新会長、万殿新幹事 

 一年間よろしくお願いします。 

児嶋 雄二 ・今年一年よろしくお願いいたします。 

 

万殿 慎二 

・千田会長  

 １年間よろしくお願いします。 

 

出射 靖生 

・千田会長を始め幹事、理事、役員の 

 皆様1年間よろしく 

 

田中  守 

・ロータリー財団箱にご協力をお願い 

 致します。 

【ニコニコ箱】小計 64,000円 今年度累計   64,000円 
目標額 1,300,000円 達成 5％ 

千田  適 ・本年度、よろしくお願い致します。 

 

万殿 慎二 

・会員の皆様 １年間どうぞよろしく 

 お願いします。 

 

安田  勝 

・千田会長、万殿幹事 

 本年度お世話になります。 

BOXへ 岸上 幸、上山 泰弘 

 

一口 茂樹 

・千田会長、万殿幹事 

 一年間よろしくお願いします。 

髙橋 英明 ・１年間よろしくお願いします。 

 

児嶋 雄二 

・会長、幹事他会員の皆さん 

 よろしくお願いします。 

末永  寛 ・千田さん、万殿さん１年間よろしく！ 

王   杲 ・今年一年宜しくお願いします。 

 

德田 正彦 

・千田新会長、万殿新幹事 

 一年間御苦労様です。 

森  正廣 ・いよいよ２５周年の年度です。 

鎌野 孝和 ・千田丸の出発を祝して。 

稲掛 英男 ・新しい千田丸の出航を祝して。 

松尾 義平 ・新執行部の皆様１年間よろしく。 

田中  守 ・千田会長、万殿幹事の船出を祝して。 

瀬田 保二 ・千田丸の船出を祝し。 

吉田  修 ・千田会長年度の船出を祝して。 

藤井文治郎 ・千田丸の船出を祝して。 

谷口 泰義 ・千田丸の就航を祝して。 

上原 従正 ・千田丸の船出を祝して 

 

山本 拓生 

・社会を明るくする運動で人生初の 

 着ぐるみ。暑かったー！ 

出射 靖生 ・いよいよ梅雨入りですね。 



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 

～新入会員スピーチ～ 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
玉垣 栄様 三上 靖宏様 市川 幸恵様 吉田  昭彦様 

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1７日 

（木） 

大阪医科大学 口腔外科学教授 植野 髙章様 

【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】 

「会員スピーチ」 

「ライラ報告」 ライラ受講者 水島 芳将様 

「ガバナー公式訪問所感」 

～新理事 １年間の抱負～ 

「就任挨拶」 

第１回アセンブリー 本年度活動方針 

「ガバナー公式訪問所感」 

会長エレクト、副会長、各理事 「新年度を迎えて Ⅱ」 

「就任挨拶」 SAA 大友 義博様 

「対談」 

「本年度活動方針」 

＊ビジター受付はありません 

RI第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

SAA 森里 秀夫様 親睦活動委員長 小森 直之様 R情報委員長 中村 翠嵐様 

 

会員 山本 隆嗣様 

RI第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

「挨拶および抱負」 

「私のロータリー観と会員増強」 

「創立２６周年記念例会」 

「口腔がんについて」 

「理事・役員 就任挨拶」 

「今年度の活動方針」 亀井邦彦様 中山永次郎様 平岩孝一郎様 平野裕之様 伊谷快児様 

日本中央競馬会 騎手 武  豊様 

休会 

「理事就任挨拶」  

「就任挨拶」 

「ガバナー公式訪問所感」 

各委員会委員長 

RI第2650地区ガバナー補佐 京都西RC会員 森田惠三様 

中野  種樹様 依田  純三様 梶野  興三様 萩原  暢子様 

RI第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

理事、役員 

パスト会長 元氏  功会員 

宇治市 浄土宗 因性寺 住職 武田 和清様 

2014-2015年度理事・役員 

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 

７月１１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１４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月１５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月１６日 

（水） 

新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「私が携帯電話事業に乗り出した経緯と今後の携帯通信の傾向」 

各担当理事・地区出向者 

丸毛 秀哉様 

「温故知新」 

各担当理事・役員 

創立記念例会「２３年をかえりみて」 

「就任挨拶」 

◆ 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 


