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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 

201４.７.24 No.1182 Vol.25-4 
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「R-O-T-A-R-Y」 

 今日の歌「海」 

  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 

 創立２５周年記念例会 

  初代幹事  末永  寛会員  
 

閉会点鐘  13：30 

第１１８２回例会 ２０１４年７月２４日（木） Vol.２５－４ 

１．次週の例会は休会となっております。 

２．７月２７日（日）RLIパートⅠ研修会が京都文

 教学園において開催され、稲掛会員が出席され

 ます。 

３．８月７日例会終了後、８月度定例理事役員会

 を開催致します。 

４．７月１９日（土）青少年グループ合同会議が

 開催され、山本、一口、万殿、内田の各会員が

 出席されました。 

 クラブ・デー 第１回クラブ討論会（会員増強）  

  中川 俊夫会員 

  

 ポリオ撲滅活動協賛 

第69回京都市内24RC懇親チャリティーゴルフ大会 
 

 京都市内２４RC懇親ゴルフ大会が下記の通り開催されま

す。今年度は京都洛北RCのお世話で、１０月２日～５日に

開催される「日本女子オープンゴルフ選手権競技」終了直

後のコースを設定されています。多数のご参加お願いいた

します。 

記 
 

開催日時 １０月１１日（土） 

 午前８：００～最終ｽﾀｰﾄ９：３０頃 

開催会場  琵琶湖カントリー倶楽部 

 参 加  費  １０，０００円 

8/27（水）〆切 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭのご案内 
 

日 時： ８月１７日（日） 

 呈茶席 １１：００～１３：００ 

 受 付 １２：３０ 開会 １３：３０ 

 懇親会 １７：３０～ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ： 京都紫野ＲＣ 

 

現役奨学生が外務大臣賞！― 第2690地区 ―  
 

「第55回 外国人による日本語弁論大会」（主催：国際交

流基金、国際教育振興会、松江市）が5月24日、島根県

松江市で開催され、島根大学生物資源学部に在籍する

現役米山奨学生、何暁恩さん（中国／松江ＲＣ）が最優

秀の外務大臣賞を受賞しました。 

今大会では、97人の応募者の中から予選を勝ち抜いた

12人が出場。 

何さんは「育爺時代の幕開け」をテーマに、自身が祖父

母に育てられた経験とその功罪について発表しました。 

◇例会休会・臨時変更のお知らせ 

７月３１日（木）京都北ＲＣ、京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 

８月 ４日（月）京都中ＲＣ 

８月１１日（月）京都中ＲＣ 

８月１２日（火）京都洛中ＲＣ 

８月１３日（水）京都ＲＣ 

８月１５日（金）京都乙訓ＲＣ  

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

７月３０日（水）京都朱雀RC 

７月３１日（木）京都さくらＲＣ 

８月 ８日（金）京都紫竹ＲＣ 

８月１３日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

   京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 

８月１４日（木）京都南ＲＣ、京都北ＲＣ 

   京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 

         「海」     文部省唱歌 
 

松原遠く消ゆるところ 

白帆
し ら ほ

の影は浮かぶ 

干網
ほしあみ

浜に高くして 

かもめは低く波に飛ぶ 

見よ昼の海 

見よ昼の海 

 

中川会員 ７月会員誕生日 

内田会員・千田会長・德田会員 

米山功労者表彰 RLIﾃﾞｯｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ就任 

藤井会員・吉田会員・会長・鎌野会員・児嶋会員 会長・鎌野会員 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月１７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２５名（４名）８９．２％ 

７月３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．４％ 

ご来客４名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  ７・８月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 ２日（土） 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅ  ー  
 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：00～17：00 
 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～ 
 ８月 ９日（土） クラブ米山奨学委員長会議 

◆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 ８月７（木） 

会員スピーチ 

   「税金よもやま」 

    田中  守会員 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計    0円   今年度累計  1,000円 
目標額 40,000円 達成 3％ 

【米山奨学会箱】小計 7,000円 今年度累計 58,000円 
目標額 600,000円 達成 10％ 

安田  勝 ・暑中お見舞い申し上げます。 

 

森  正廣 

・綾部で全社員研修会。 

 今年の新人は３名、女性ばかり。 

 

万殿 慎二 

・中川さんのスピーチ楽しみにしていま

 す。 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 

ロータリー希望の風奨学金 
 

 この奨学金は、東日本大震災で両親（もしくは

片親）を亡くした大学生（短大生、専門学校生も

含む。）に対して、月額５万円を給付するもので

す。２０１１年にスタートしたプログラムで、２

６５０地区をはじめとして１３地区が参加し、現

在では１２２名に奨学金を給付するまでに至って

います。 

 京都桂川ロータリークラブも２０１１年度から

クラブとして賛同のうえで参加していますが、本

年度も過日の理事会でクラブとして会員全員に支

援をお願いすることを決定いたしました。 

 会員１名あたり１万円を寄付金として支援する

ことといたしましたのでご協力をお願いいたしま

す。 

【ニコニコ箱】小計 50,000円 今年度累計  131,000円 
目標額 1,300,000円 達成 10％ 

千田  適 ・中川さん、今日はよろしく。 

 

吉田  修 

・きょうは祇園祭り 

 暑いことでございます。 

 

森  正廣 

・猪名川町の「多田銀銅山」跡は見もの

 です。豊富の財宝伝説あり！ 

BOXへ 田中  守、一口 茂樹 

 

児嶋 雄二 

・齋藤様、土谷様 

 よくおこし下さいました。 

林  良訓 ・真駒内齋藤様、土谷様ようこそ。 

 

内山 正元 

・コンコンチキチン！ 

 京都は文化財の宝庫です。 

 

万殿 慎二 

・ようこそ 齋藤さん、土谷さん 

 ごゆっくりお楽しみ下さい。 

札幌真駒内RC 

齋藤 康嗣様 

・札幌真駒内ＲＣ創立４０周年記念 

 出席ありがとう御座いました。 

札幌真駒内RC 

土谷 俊彦様 

・京都の人、街、まつりに感動しました。 

中川 俊夫 ・皆さん今日は会員増強フォーラムです。 

稲掛 英男 ・暑いですネ。 

 

 

 

岸上 幸 

・会社の祭のイベントも無事終りホット

 しているところです。 

 これからの本格的な暑さにお互い気を

 つけましょう。 

德田 正彦 ・今年の梅雨は雨が少ないと思います。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 11,000円 今年度累計 68,000円 
目標額 550,800円 達成 12％ 

 

万殿 慎二 

・久しぶりに娘と２人で祇園祭りに

 行ってきました。 

千田  適 ・暑いです。 

 

吉田  修 

・久しぶりに宵山の人波にもまれてき

 ました。 

 

末永  寛 

・内山さん先日はありがとうございま

 した。 

BOXへ 岸上 幸、稲掛 英男、田中  守 

 

谷口 泰義 

・節食ランチで食卓が変わりますが 

 よろしく。 

BOXへ 田中  守、吉田  修 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計  7,000円  今年度累計  15,000円 
目標額 400,000円 達成 4％ 

千田  適 ・京都もいよいよ夏です。 

安田  勝 ・２４日の例会欠席おわび 

事務局休局のお知らせ 
 

８月１３日（水）～１５日（金） 

（土・日・月は定休） 



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 

「休会」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
＊ビジター受付はありません 

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３１日 

（木） 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

【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】 

「休会」 

＊ビジター受付はありません 

「限りなき道」 

「人・書ともに老ゆ」 

「私の奉仕観と会員増強」 

新入会員自己紹介  山下 純平会員 

新入会員スピーチ「日本の主食『米』について」 

各理事 「新年度を迎えて Ⅲ」 

「休会」 

メンバースピーチ 

第１回クラブアッセンブリー「本年度活動方針」 

吉本興業 池乃めだか師匠 

会員 宇佐美雅之様 

RI第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

田中 洋一様 

 

会員 髙折 修二様 

「新入会員入会式および自己紹介スピーチ」 

「ＲＹＬＡに参加して」 

「子どもと親と社会の課題 京都造形芸術大学における取り組み」 

      -こども芸術大学の試み- 

-休会- 

「“五誓”～経営理念・第二創業～」 

「薬物乱用の実験」 京都府警察本部 刑事部 組織犯罪対策第三課 警部補 辻  健様 

中澤 忠嗣会員 田中  俊介会員 

「吉本新喜劇の舞台裏」 

「またその話の続き」 千 宗守会員 

「京都から日本へ」 

-休会- 

「南麒会代表に就任して」 長澤 眞慧会員 

2013-14年度ＲＹＬＡ受講生 ｼﾗｲ電子工業㈱ 米澤  純様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

藤本 佳子会員 

林  佳弘会員増強委員長 

 

杭迫 柏樹会員 

国際ロータリー第2650地区 ガバナー補佐 森田 惠三様 

【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２５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２８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月２９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月３０日 

（水） 

「作品をつくること」 

農業生産法人 こと京都㈱ 代表取締役 山田 敏之様 

「スーパーサーズデー」 

㈱五健堂 代表取締役 蓮尾 拓也様 

「会員増強について」 

「ガバナー公式訪問所感」 

◆ 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 

現在美術家 藤﨑 了一様 


