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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」 

撮影：松尾義平会員 

201４.８.２１ No.1184 Vol.25-6 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

  今日の歌「われは海の子」 

  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 

 「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 
   

閉会点鐘  13：30 

第１１８４回例会 ２０１４年８月２１日（木） Vol.２５－６ 

１．８月１７日（日）２０１４～１５年度第３組

 ＩＭが開催されました。 

２．８月２３日（土）第１回社会奉仕委員長会議

 が開催され、上原委員長が出席されます。 

 

高  英成（コウ エイセイ）様 
 

昭５６年３月 京都府立医科大学卒業 

昭５６年４月 東京女子医科大学 

 日本心臓血圧研究所 外科 入局 

 昭５７年７月～昭５８年６月 

  岡山 榊原十全病院 心臓血管外科 出張 

 昭５９年７月～昭６０年１２月 

  済生会熊本病院 心臓血管外科   出張 

 昭６２年１１月～昭６２年１２月 

  福島 本多記念病院 心臓血管外科 出張 
 

平３年１月 国立大阪病院 心臓血管外科 

平６年１月 京都第二赤十字病院 心臓血管外科 

2014-15年度 第１回炉辺会合のお知らせ 
 

本年度第１回炉辺会合を９月末日迄に開催いただき、 

会合終了後には事務局宛へ報告お願いします。 

＊テーマ「創立２５周年記念日を目前にひかえて」 

クラブ管理運営委員長 出射 靖生 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 岸上 一口 
 万殿、森、中川、瀬田、田中  

 内田、山本、山田 

2 太田 稲掛 
出射、松尾、児嶋、末永、德田  

上原、上山、安田、近藤 

3 王 林 
 鎌野、藤井、千田、髙橋 

 谷口、内山、吉田、大森 

◇例会休会・臨時変更のお知らせ 

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２２日（金）京都東ＲＣ 

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 

 

会員スピーチ 

   「税金よもやま」 

  

 田中  守会員 

       「われは海の子」  文部省唱歌 

 

我は海の子 白波の 

さわぐいそべの松原に 

煙
けむり

たなびくとまやこそ 

我がなつかしき住家なれ 

 

生まれて潮にゆあみして 

浪
なみ

を子守の歌と聞き 

千里寄せくる海の気
け

を 

吸いてわらべとなりにけり 

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、稲掛、万殿、内田、上山、 
  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．月次会計報告 
３．上半期会費納入状況 
４．第３回ｸﾗﾌﾞ討論会（ｸﾗﾌﾞ管理・運営）について 

５．インターアクトクラブ前年度決算承認について 
６．夜間例会について 9/25（日） 
７．秋の家族会について 

８．障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝについて 
  10/13（祝） 

９．「世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ」にむけてのﾎﾟﾘｵ撲滅活動募金について 
10．会員増強について 
11．２５周年について 

12．その他・東日本大震災に関する講演会開催について 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『８月７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２２名（３名）８１．４％ 

ご来客０名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 ８・９月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 
 ９月 ５日（金） 第１回市内２４RC合同幹事会 
 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 18：30～ 
 ９月１４日（日） 第2650地区ＲＬＩパートⅡ研修会 
 京都文教学園 9：45～17：00 

◆クラブ内行事  

 ９月 ４日（木） ９月度定例理事役員会 

 ９月２８日（日） 夜間例会 25日（木）の例会を日時変更 

 於：京都ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ 18：00～ 

次回例会 ８月２８日（木） 

クラブ・デー 

第２回クラブ討論会（新世代） 

【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％ 

【ニコニコ箱】小計 34,000円 今年度累計  183,000円 
目標額 1,300,000円 達成 14％ 

 

千田  適 

・あまりの暑さに、思考回路が停止し

 ています。 

 

山本 拓生 

・田中先生のスピーチ楽しみに 

 税金はきらいですが。 

 

瀬田 保二 

・皆様お暑い事です。 

 充分、御自愛下さい。 

稲掛 英男 ・田中さんのスピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・田中さんのスピーチ楽しみにして

 います。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計  9,000円 今年度累計 89,000円 
目標額 550,800円 達成 16％ 

 

 

森  正廣 

・北アルプス鹿島槍ヶ岳登り炎天下６時

 間、下り雨にたたかれ５時間 

 立山・剣岳展望。 

 

万殿 慎二 

・名古屋名物 小倉トースト台湾ラー

 メン楽しんできました。 

 

吉田  修 

・また来週休みでしまりのない日々が

 つづきますね。 

BOXへ 吉田  修、千田 適、田中  守 

松尾 義平 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 5,000円  今年度累計  26,000円 
目標額 400,000円 達成 7％ 

出射 靖生 ・インターアクト発展のために。 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭの報告 
 

日 時： ８月１７日（日） 

 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 

出席者： 稲掛、鎌野、万殿、千田、末永、 

 谷口、上原、吉田の各会員  

  

田中  守 ・スピーチをさせて頂きます。 

児嶋 雄二 ・田中会員のスピーチ楽しみに。 

谷口 泰義 ・田中先生勉強させて頂きます。 

出射 靖生 ・田中会員のスピーチ楽しみに。 

 

 

 

藤井文治郎 

・３泊で東京に行ってきました。 

 隅田川の花火、スカイツリー、浅草の前

 川のウナギ、中央市場のニギリ楽しん

 できました。 

 

 

岸上 幸 

・身体に良いと言われていた植物油がウ

 ツ病、認知症の発症の一因とは、びっく

 りです。 

 

 

 

吉田  修 

・先週の例会が休みをいいことに、愛 

 宕山の千日詣りに。お昼から行ってき

 ました。家から往復５時間！ 

 まだまだやれる。 

 

松尾 義平 

・とにかく暑いです。 

 家でそっとしています。 

安田  勝 ・この暑さ もう限界です。 

森  正廣 ・大腸ガン健診 ポリープなし。 

BOXへ 田中  守、岸上 幸 

松尾 義平 ・田中さんのスピーチ楽しみです。 

【米山奨学会箱】小計 13,000円 今年度累計 78,000円 
目標額 600,000円 達成 13％ 

上原 従正 ・暑中お見舞い。 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、万殿 慎二 

松尾 義平、岸上 幸、田中  守 

千田  適 ・この暑さで、電気は大丈夫でしょうか 

 

森  正廣 

・南アルプス甲斐駒ヶ岳、 

 栗沢山2724ｍ登頂。 



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 

「カーデザイン等について」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
（有）デザインアップル 代表取締役 西田 典幸様 

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～ 

８月２８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】 

「クラブ・デー」 

京都市保護司連絡協議会顧問 岡島 脩雄様 

例会日時・場所臨時変更「大文字鑑賞の夕べ」 

～２０００回記念例会に寄せて～ 

「ローターアクトクラブの終結」 

「私の道～何かに導かれ、道半ば～」 

「薬物乱用防止 危険ドラッグについて」 

㈱ 玉栄タガキ 代表取締役 RI第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 高木 修様 「今 思うこと」 

「保護司について」 

京都南RACとの合同夜間例会 

－会員スピーチ－「胃の健康とピロリ菌のはなし」 

ｺﾝｾﾌﾟﾁｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 木村 英輝様 

京都府警察本部組織犯罪対策第3課   

指導係係長 辻  健様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会員 嶋谷  正様 

 

＊ビジター受付はありません 

会員ｽﾋﾟー ﾁ「日本のさらなる発展のために、日本の伝統技術、ｻｰﾋﾞｽを世界へ広げよう！」 

「京都洛西RCとの合同例会」例会場変更 

会員スピーチ「私のスピーチ続き」 

-第３回クラブ討論会- 公式訪問前 

「未定」 

「夜間例会」 ＊ビジター受付は平常通り行われます 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

「京都 ロック 壁画」 

納涼家族例会・ＩＭお疲れ様会開催の為例会日時場所変更 ＊ビジター受付はありません 

「iPS細胞の基礎知識と可能性、研究所運営の課題」 

～音楽例会～ 

元劇団四季女優 八田 あやか様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会員 松本 恒司様 

 

上中 康司様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 

京都洛西RAC会員 ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 福田 幸彦様 

【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２２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２５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

８月２６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

８月２７日 

（水） 

社会奉仕フォーラム（嵐山こども相撲大会） 

京都大学iPS細胞研究所 

 国際広報室 渡邉 文隆様 

「ご夫人同伴夜間例会」 

 

「第１回フォーラム 会員増強について」 

納涼家族会 例会日時場所変更 

◆ 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 

 


