
創 立 

ホームページ 

メールアドレス 

1989年(平成元年)７月２７日 
クラブカラー ライトブルー 

事務局 〒600-8216   
京都市下京区東洞院塩小路下る 
京都センチュリーホテル内 
 TEL(075)344－5000  
 FAX(075)344－1340 

http://katsuragawarc.com/ 

katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

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 

「フランス東部 ナンシー」 

撮影：松尾義平会員 

201４.８.２８ No.1185 Vol.25-7 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

  今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌 

  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 

クラブ・デー 

第２回クラブ討論会（新世代） 
    

閉会点鐘  13：30 

第１１８５回例会 ２０１４年８月２８日（木） Vol.２５－７ 

１．本日、２０１３～１４年度決算総会を行いま

 す。 

２．例会終了後、２５周年実行委員会を例会場に

 おいて開催されます。 

３．次週例会終了後、９月度定例理事役員会を開

 催いたします。 

４．８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した。 

 

第１回社会奉仕委員長会議の報告 
 

社会奉仕委員長 上原 従正 

   

日 時： ８月２３日（土） 

  １３時３０分～１６時３０分 
 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 
 

内 容： ガバナーおよび委員長挨拶に続き、講演

「なら燈花会を通じたまちつくり」と題して、講師

は奈良ロータリークラブ会員でＮＰＯ法人なら燈花

会の会初代会長 朝廣佳子氏より平成１１年より８

月の夜に１０日間わたり奈良公園一帯をろうそく２

万個の灯りを灯し９０万人が来場する、灯りの祭り

の立上げから組織運営についての話をされ、ロータ

リークラブの地域奉仕活動に示唆に富む講演であっ

た。 

その後、５クラブから前年度下期の実践報告があっ

たが、何れも地区補助金を得た青少年健全を目的と

したプロジェクトであった。継続事業については経

年的に質が低下しないよう銘記すべきとの指摘が

あった。 

◇例会臨時変更のお知らせ 

９月 ４日（木）京都モーニングＲＣ 

９月 ８日（月）京都中ＲＣ 

９月１１日（木）京都モーニングＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

８月２９日（金）京都洛西ＲＣ 

９月 １日（月）京都平安ＲＣ 

９月１９日（金）京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 

「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 

  

夜間例会のお知らせ 
 

９月２５日（木）の例会日時を変更し、夜間例会 

を開催いたします。 
 

日時： ９月２８日（日）  

    受 付 １７：３０～ 

    例 会 １８：００～ 

    懇親会 １８：３０～ 

場所： 京都センチュリーホテル「豊明の間」 
 

 

＊例会では、板五製材社長、元桂川ＲＣ会員 

 夫人の城山様をお迎えし、スピーチしてい 

 ただきます。 

＊次週より、例会場において出欠をとらせて 

 いただきます。多数のご参加お願い致します。 

  

やまとまほろばＲＣ 

国際ロータリー加盟認証伝達式のご案内 
 

 やまとまほろばＲＣは平成２６年５月８日に国際ロータリー

より加盟認証を受け、このたび認証状伝達式を挙行する運

びとなりました。つきましては、式典にご出席の上、私ども

後輩を激励し、ご指導賜りたくご登録お願い申し上げま

す。 

記 
 

日 時 １０月１９日（日） 

 受付  １０：００～１１：００ 

 式典  １１：００～１３：００ 

 祝宴  １３：００～１５：００ 

会 場  橿原ロイヤルホテル 

 登録料 会員 １７，０００円 ご家族 １５，０００円 
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◇出席率報告◇ 

出席率報告『８月２１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２５名（３名）９２．５％ 

８月７日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．１％ 

ご来客１名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 ９・１０月の行事予定  

◆地区内行事 
 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１３日（土） ＜京都ﾌﾞﾛｯｸ＞ｸﾗﾌﾞ米山奨学委員長会議 
 ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所会議室 14：00～16：00 
 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 
 ９月２０日（土） 地区別 職業奉仕担当者会議 
 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 14：00～16：00 

◆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～ 

１０月 ２日（木） 休会 

１０月 ９日（木） １０月度定例理事役員会 

１０月１３日（祝） 障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 

次回例会 ９月４日（木） 

－会員スピーチ－ 

「私のおい立ちと立ち上げたホテル」 

藤井 文治郎会員 

【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％ 

BOXへ 吉田  修 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 2,000円  今年度累計  28,000円 
目標額 400,000円 達成 7％ 

森  正廣 ・今年の地蔵盆は１７日に行ったので

 すが、活況で９０人が集いました。 

【米山奨学会箱】小計 14,000円 今年度累計 92,000円 
目標額 600,000円 達成 15％ 

安田  勝 ・髙先生をお迎えして 

BOXへ 稲掛 英男、万殿 慎二、德田 正彦 

吉田  修 

上原 従正 ・残暑お見舞 

谷口 泰義 ・素晴しい 朝日に映える 比叡山 

【ニコニコ箱】小計 29,000円 今年度累計  212,000円 
目標額 1,300,000円 達成 16％ 

 

 

千田  適 

・福知山市、広島市の水害に対しお見舞

 申し上げます。一日もはやい復旧を

 お祈りします。 

中川 俊夫 ・災害お見舞い申し上げます。 

 

内山 正元 

・広島土砂災害に、あ然。 

 言葉もありません。 

瀬田 保二 ・髙先生のお話しを楽しみに。 

 

 

森  正廣 

・初めて「大文字送り火連句会」に参加

 しました。７時間の会でしたが楽しい

 一日でした。 

稲掛 英男 ・高 英成様のスピーチ楽しみに。 

岸上 隆幸 ・健康の原点の血管の話、楽しみです。 

万殿 慎二 ・高様のスピーチ楽しみにしています。 

児嶋 雄二 ・高先生のスピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・高 英成Ｄｒのスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・高先生をお迎えして。 

林  良訓 ・久しぶりです。 

德田 正彦 ・久しぶりです。 

BOXへ 末永  寛 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 11,000円 今年度累計 100,000円 
目標額 550,800円 達成 18％ 

千田  適 ・高先生のお話しを楽しみにしています。 

出射 靖生 ・広島の災害お見舞。 

吉田  修 ・先日のＩＭ、お疲れさまでした。 

末永  寛 ・すごい雨でしたね。 

 

藤井文治郎 

・忙しい中、髙 英成先生 

 ありがとうございます。 

瀬田 保二 ・広島の災害お見舞。 

 

万殿 慎二 

・谷口さん、山本さん、王さん ほろに

 が会ではお世話になりました。 

会員誕生日お祝い   

 １４日 末永 寛会員  １７日 田中 守会員 

  １７日 上原従正会員  ２６日 中川俊夫会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 万殿慎二会員夫人 美栄子様 

   ２１日 安田 勝会員夫人 多津枝様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 内田勝彦会員 総合ﾚﾝﾀﾙ㈱ﾚﾝﾄｵｰﾙ京都 

８月おめでとうございます 

 

嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０１４年９月７日（日） 小雨決行 

時 間：   午前１０時～１１時 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、 

 桂川沿い  

＊多数のご参加をお願い致します。 



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 

「第２回クラブフォーラム ～新世代委員会担当～」 
【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～ 

９月４日 

（木） 

＊ﾋﾞｼﾞ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】 

「雑談」 

宣京師 小嶋 一郎様 

－ｲﾆｼｭｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ－「楽しく、苦く、美しく」 

～ガバナー公式訪問前クラブアッセンブリー～ 

「京都西北RCとの合同例会」 

「産官学によるイノベーション」 

「知っていそうで知らない京都の話」 

RI第2650地区ガバナー 北河原公敬様 「ガバナー公式訪問所感」（京都ﾓｰﾆﾝｸﾞRC合同） 

「知られざる京都の魅力と弱点」 

「癌は完治する；癌免疫治療薬 PD-1 抗体」 

「公式訪問に備えて」 

絵師 画家 東秀葛絵青画伯 

㈱染の聚楽 代表取締役 高橋 洋文様 

 

京都造形芸術大学 文明哲学研究所 

所長 井原 甲二様 

会員 名井  得郎様 

会員 中村 公紀様 

移動例会「青少年交換学生トーマス君をブラジルより迎えて」 

「2020京都文化フェア（仮称）に向けて」 

「新しいﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂを求めて文明哲学研究所について」 

京都中RCとの合同公式訪問の為例会日時場所臨時変更 

「未定」 

－新会員スピーチ－「今後の高齢化委社会における銀行サービス」 浪江  徹様 

静岡県立大学法人 理事長 京都大学大学院 

医学研究科 名誉教授 本庶  佑様 

「ｺｺﾛを開くﾏｲﾝﾄﾞﾀｯﾁ 15万人の似顔絵の経験から得たもの」 

「京の上下水道を明日へつなぐ 

～暮らしを支え、安らぎと潤いをお届します～」 

「保護観察官の経験から見た更正の現状」 

「西陣の箔屋から箔画へ」 

㈱ケイルック ㈱ベルクシー 社長 本田 欣也様 

京都府文化環境部 部長 中井 敏宏様 

 

箔画作家 野口 琢郎様 

＊ビジター受付はありません。 

プロゴルファー 足立 香澄様 

京都府警察本部 サイバー犯罪対策課 近藤 勇二様 

 

例会時間18：00～に変更  ＊ビジター受付はありません 

【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２９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 

９月１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月３日 

（水） 

「京都の危険ドラッグの実態について」 

更正保護法人 盟親 施設長 宮路 博昭様 

「サイバー犯罪の現状について」 

ＧＯＯＤ ＥＡＲＨＴ㈱ 代表取締役 藤原 宏宣様 

「ゴルフをあきらめるな」 

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 

京都府議会議員 田中 健志様 

京都市公営企業管理者上下水道局長  

水田 雅博様 


