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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 

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 

「ルクセンブルグ 高架橋」 

撮影：松尾義平会員 

201４.８.７ No.1183 Vol.25-4 



 

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 

 会員スピーチ 

   「税金よもやま」 

    田中  守会員 
  

閉会点鐘  13：30 

第１１８３回例会 ２０１４年８月７日（木） Vol.２５－５ 

１．次週の例会は休会となっております。 

２．例会終了後、８月度定例理事役員会を開催致

 します。 

３．７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、稲掛会長エレクトが

 出席されました。 

４．８月２日（土）地区ロータリー財団セミナー

 が立命館大学朱雀キャンパスにおいて開催され

 千田会長、末永奉仕プロジェクト委員長、田中

 R財団・米山委員長が出席いたしました。 

  

 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 

 

2013-14年度寄付金結果 ― 直近5年間で最高額 ― 
 

2013-14年度の寄付額は約13億3,700万円でした。前

年度と比べて0.9％増（普通寄付金0.1％増、特別寄

付金1.3％増）、約1,200万円の増加です。 

 

寄付金総額は過去5年間で最高額に達し、個人平均寄

付額は昨年に引き続き1万5千円台を超えた15,200円

となりました。 

 

また、34地区中19地区が前年度の個人平均寄付額を

上回りました。 

特別寄付をしてくださる会員の割合も年々増加し、

今年度は41％となりました。会員皆様のご努力に厚

く御礼申し上げます。 

 

新年度も引き続きご支援を賜りますようよろしくお

願いいたします。 

◇例会休会・臨時変更のお知らせ 

８月１１日（月）京都西ＲＣ、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  

８月１９日（火）京都洛中ＲＣ 

８月２６日（火）京都東山ＲＣ 

８月２７日（水）京都ＲＣ、京都西北ＲＣ 

８月２８日（木）京都南ＲＣ、京都洛東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

８月 ８日（金）京都紫竹ＲＣ 

８月１２日（火）京都西南ＲＣ、京都洛南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 

   京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都西山ＲＣ 

   京都さくらＲＣ 

８月１５日（金）京都東ＲＣ、京都伏見ＲＣ 

   京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 

８月１８日（月）京都平安ＲＣ、京都紫野ＲＣ 

８月２２日（金）京都東ＲＣ 

８月２１日（木）京都北ＲＣ 

 

 

 

創立２５周年記念例会 

 

 初代幹事  末永 寛会員

  

８月２５日（月）京都紫野ＲＣ 

８月２９日（金）京都洛西ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２３名（４名）８２．１％ 

７月１０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．８％ 

ご来客１名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  ７・８月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 
 ８月１７日（日） 2014-15年度 第3組 ＩＭ  
 会長会議 新会員ｾﾐﾅ  ー 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 
 ８月２３日（土） 第１回社会奉仕委員長会議 
 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 13：30～16：30 
 ８月２４日（日） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ夏季研修報告会並びに提唱ＲＣ 
 委員長会議 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 

◆クラブ内行事  

 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２１日（木） 

「最近の心臓血管外科」 

京都第二赤十字病院 心臓血管外科部長 

         高   英成様 

【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 65,000円 
目標額 600,000円 達成 11％ 

出射 靖生 ・末永会員のスピーチ楽しみに 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和、万殿 慎二

岸上 幸、田中  守 

【ニコニコ箱】小計 18,000円 今年度累計  149,000円 
目標額 1,300,000円 達成 11％ 

 

千田  適 

・祇園祭が終り、大阪は天神祭を迎え

 ます。夏一色です。 

田中  守 ・末永さんのスピーチ楽しみです。 

 

 

岸上 幸 

・サンマリノ共和国駐日大使マンリオ・ガ

 ゼロ氏の「だから日本は世界から尊敬

 される」の書籍は一読して下さい。 

BOXへ 末永  寛、稲掛 英男、児嶋 雄二 

出射 靖生 ・連続欠席おわび 

鎌野 孝和 ・２５周年 自祝。 

 

森  正廣 

・島根県浜田市畳ヶ浦は一見の価値有。 

 １５００万年前の断層と化石 

 

上原 従正 

・創立例会 

 末永会員のスピーチを楽しみに。 

林  良訓 ・早退おわび。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 12,000円 今年度累計 80,000円 
目標額 550,800円 達成 15％ 

末永  寛 ・２５年前の話をさせていただきます。 

千田  適 ・今日は、創立記念日です。 

内山 正元 ・砲弾ではなく、ガザに愛を！ 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、岸上 幸 

鎌野 孝和 

BOXへ 万殿 慎二、千田  適、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 6,000円  今年度累計  21,000円 
目標額 400,000円 達成 5％ 

 

 

谷口 泰義 

・朝歩き 

 暑い日が続きますが元気で頑張ってい

 ます。 

 

森  正廣 

・１０基ながら後祭の山鉾も迫力ありま

 すね。多勢の観光客でした。 

事務局休局のお知らせ 
 

８月１３日（水）～１５日（金） 

（土・日・月は定休） 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭのご案内 

「ともに語ろう」 
 

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 



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～ 

８月１４日 

（木） 

＊ビジター受付はありません 

【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 

「良き友を呼ぶ：会員増強に因んで」 

「未定」 

「装潢技術」 

岩井先生によるロータリーソング勉強会 

「未定」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 「休会」 

「休会」 

「休会」 

「休会」 

＊ビジター受付はありません 

 

担当 会員増強委員長 平野 俊雄様 

＊ビジター受付はありません 

＊ビジター受付はありません 

会員 左右田健次様 

青少年交換留学生スピーチ 

「休会」 

「休会」 

「休会」 

「未定」 

「休会」 ＊ビジター受付は平常通り行われます 

＊ビジター受付はありません 

「休会」 

ＩＭ第３組開催前の移動例会 例会場所臨時変更 ＊ビジター受付はありません 

「休会」 

「休会」 

岩井 香里様 

＊ビジター受付はありません 

＊ビジター受付はありません 

＊ビジター受付はありません 

小島千佳さん壮行会 

＊ビジター受付はありません 

＊ビジター受付はありません 

前衆議院議員 同志社大学大学院嘱託講師 北神 圭朗様 

㈱藤岡光影堂 代表取締役 藤岡 春樹様 

【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 

８月８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 

８月１１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

８月１２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

８月１３日 

（水） 

「未定」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

「休会」 

 

家族納涼例会のため、例会時間変更 

会員増強クラブ・フォーラム 

◆ 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 

 


