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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 

「フランス東部 ナンシー」 

撮影：松尾義平会員 
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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－ 

 「私のおい立ちと立ち上げたホテル」 

藤井 文治郎会員 
    

閉会点鐘  13：30 

１．本日例会終了後、９月度定例理事役員会を開

 催いたします。 

２．９月７日（日）嵐峡の清流を守る会「河川清

 掃活動」が嵐山において行われます。ご参加  

 お願い致します。 

◇２０１５年ロータリー国際大会のお知らせ 

２０１５年にブライジル サンパウロで開催され

るロータリー国際大会の日程が変更になりまし

た。  

２０１５年６月６日（土）～９日（火） 
 

＊土曜日の本会議後、Anhembi Parque にて 

ロータリーカーニバルが行われるそうです。   
 

◇例会臨時変更のお知らせ 

９月 ５日（金）京都伏見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。 

９月１９日（金）京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 

 

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。 

  

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」 

会費： 会 員 ２，０００円 

    ご家族 ６，０００円 
 

 

＊例会では、板五製材社長、元桂川ＲＣ会員夫人 

 の城山博子様をお迎えし、スピーチしていただ 

 きます。 

＊例会場において出欠をとっております、 

 多数のご参加お願い致します。 

クラブ・デー 

第２回クラブ討論会 

（新世代） 

 

新世代委員 

内田 勝彦会員 

 

「新世代育成基金講演会」のご案内 
つなごう明日の若者へ～二宮金次郎からのメッセージ～ 

 

日時： １１月１日（土）受付１３：３０～ 

 講演会 １４：００～１６：３０ 

場所： 立命館大学朱雀キャンパス 

講師： 中桐 万里子氏  
 親子つなぐ学びのスペース リレイト 

代表1974年、東京都生まれ。二宮金次郎

（尊徳）より7代目の子孫。小学校から高

等学校までは白百合女子大学附属で学ぶ。

慶應義塾大学の環境情報学部を卒業。その

のち、京都大学大学院に進学し、臨床教育

学を専攻。京都大学で教育学の博士号を取

得して卒業。卒業後、05年には、京都大学

教育学研究科で研究支援者として活動。10

年には、京都大学教育学研究科で研究員と

して勤務。 

登録料： 無料 

＊会員、ご家族、小・中・高のお子さんがおられる 

 ご家族もぜひご参加下さい。 

＊申込締切 １０/１６（木） 

第１１８６回例会 ２０１４年９月４日（木） Vol.２５－８ 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『８月２８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２２名（４名）７８．５％ 

ご来客０名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 ９・１０月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 
１０月 ４日（土） クラブ広報委員長会議  
 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 13：00～16：30 

◆クラブ内行事  

 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１１日（木） 

「ピンチがチャンス？」 

 墨屋のおやじ 

        松井 重憲様 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計    0円   今年度累計  58,120円 
目標額 40,000円 達成 145％ 

【米山奨学会箱】小計 10,000円 今年度累計 102,000円 
目標額 600,000円 達成 17％ 

BOXへ 田中  守、末永  寛、岸上 隆幸 

上山 泰弘、万殿 慎二、鎌野 孝和 

【ニコニコ箱】小計 19,000円 今年度累計  231,000円 
目標額 1,300,000円 達成 18％ 

 

 

森  正廣 

・夏祭りのあと片づけで、テントの支柱

 がはねて頭をケガしました。 

 ホッチキスで三針とめました。 

太田 勝彦 ・休みがちでスイマセン！ 

林  良訓 ・早退お詫び 

稲掛 英男 ・早退お詫び 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

田中  守 ・一日も早い復旧お祈り致します。 

BOXへ 末永  寛、児嶋 雄二、鎌野 孝和 

岸上 隆幸、上山 泰弘 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 17,000円 今年度累計 117,000円 
目標額 550,800円 達成 21％ 

安田  勝 ・世界の平和を安定を願って 

 

森  正廣 

・立命館大学憲法研究会ＯＢ会、今年も 

 集いました。 

谷口 泰義 ・松尾さんの写真すばらしいですね。 

BOXへ 上山 泰弘、鎌野 孝和、万殿 慎二 

田中  守 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 5,000円  今年度累計  33,000円 
目標額 400,000円 達成 8％ 

 

万殿 慎二 

・クラブデー、内田さんよろしくお願い

 します。 

上原 従正 ・インターアクト活動に寄せて。 

 

「福知山市域水害対策、他支援決定」のご報告 
 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 

ガバナー 北河原 公敬 

幹事長  有井    邦夫 
 

 この度の福知山市域水害および広島市 土砂災害に

対する支援として、特別会計「災害対策基金」を活用

し、下記の支援をすることに決定いたしましたので報告

いたします。 
 

復興支援先と支援内容       

福知山市 （福知山市災害対策本部）   

大雨災害被災義援金   500万円 

福知山ロータリークラブ            

大雨災害被災お見舞金  200万円 

福知山西南ロータリークラブ         

大雨災害被災お見舞金  200万円 
 

支援時期  上記各ロータリークラブ様へは公式訪問

（福知山ＲＣ8月28日）実施日に両クラブ様に地区95

ロータリークラブ様を代表して北河原ガバナーからお届

けいたしました。福知山市様は９月４日現地クラブ様と

共に伺います。 
 

広島市 土砂災害に対する復興支援 

広島市災害対策本部に 国際ロータリー第2710地区

（広島・山口）ガバナー事務所と連携のもとお見舞金を

準備します。 
 

国際ロータリー第2650地区「災害対策基金」について 

過去からの様々な災害対策資金として地区内のクラブ

様、会員様から浄財をお預かりして 

おりますが、河本年度でその様々な資金を一括管理

し、特別会計として管理することに致しております。その

残高は平成２５年６月末現在、約4400万円であります。 

また、その目的は災害が発生（地区内外）するたびに募

金活動をし、見舞金なり、義援金を支援するのでは数

か月も先の対応になってしまう過去の状況に鑑み、迅

速に対応するための基金です。当面の基金目標は1億

円を考えておりますが、支援した結果の不足分はまた、

地区全体で改めて義捐金等に対してご協力をお願い

する場合があります。 



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 

「名残りという事-秋の茶の湯-」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
茶道 武者小路千家 家元 千 宗守様 

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～ 

９月１１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】 

「クラブ・フォーラム～魅力あるクラブ運営～」 

 

「新世代月間ｽﾋﾟｰﾁ」会員 松村匡利様 

～休会～ 

「京都府立植物園、波瀾万丈の９０年」 

「第３回クラブアッセンブリー ガバナー公式訪問を備えて」 

「グローカル人材の育成」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 「お月見例会」開催のため、例会時間場所変更 

 クラブ・デー 

「伝統の未来。未来の伝統」 

～PARASOPHIA：京都国際現代芸術祭2015の試み～ 

「青少年奉仕について」 

RI第2650地区 ガバナー 北河原 公敬様 

京都市立西京高等学校校長 村上 英明様 

担当 クラブ線戦策定委員長 松井 信五様 

RI第2650地区 ガバナー 北河原 公敬様 

 

「地区青少年奉仕委員会について」会員 岡本政明様 

「胃癌専門医から見た近藤誠医師の癌治療論」 

-クラブ・デー-「広報部門第2回クラブフォーラム」 

「ガバナー公式訪問所感」 

夜間移動例会の為、例会時間場所臨時変更 

「家業を継いだ私の思い」 

「『京都で育って良かった！』と若者が実感できるまちづくりに向けて」 京都市副市長 藤田裕之様 

京都国際現代芸術祭組織委員会  

事務局 事務局長 尾崎宣之様 

「ガバナー公式訪問所感」 

「堀川・西京の改革そして紫野高校が目指すもの」 

「次世代のｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑを担う蓄電池-ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池は優れもの-」 

「２１年切り続けて、これから表現したいこと」 

 

 

青少年奉仕委員長 萩原 暢子様 

切り絵作家 SouMaさん 

岡本 和真会員 

白川学園 理事長・園長 脇田  宣様 

一燈園 当番 西田 多戈止様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

京都府立大学客員教授 京都府立植物園  

名誉園長 松谷 茂様 

【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 

９月５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８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月１０日 

（水） 

「動物病院の診察室から～ペットロスシンドロームのこと～」 

京都大学産官学連携本部 研究員  

特任教授 小久見 善八様 

「日南海岸に建てたモアイの役割」 

「白川学園１００年の歩み」 

－クラブ戦略策定フォーラム－ 

◆ 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 

吉田ペットクリニック院長  

京都桂川RC会員 吉田  修様 

京都市立紫野高等学校  

校長 竹田 昌弘様 

和ろうそく老舗「わた悟商店」10代目店主 和谷 篤樹様 


