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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 

撮影：松尾義平会員 

201４.９.１１ No.1187 Vol.25-9 

「フランス東部 ナンシー」 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「小さい秋みつけた」 

  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 

 「ピンチがチャンス？」 

 墨屋のおやじ 

        松井 重憲様 
     

閉会点鐘  13：30 

１．９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した。 

２．９月７日（日）西京消防署において「西京少

 年消防クラブ研修会」が行われ、森２５周年実

 行委員長、末永２５周年副実行委員長、千田会

 長、万殿幹事が出席いたしました。 

３．９月１３日（土）＜京都ブロック＞クラブ米

 山奨学委員長会議が開催され、田中Ｒ財団・米

 山委員長が出席されます。 

４．９月１４日（日）ＲＬＩパートⅡ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

 トが出席されます。 

 

松井 重憲（まつい しげのり）様 
 

・墨屋のおやじ 

◇例会臨時変更のお知らせ 

９月１９日（金）京都紫竹ＲＣ 

９月２５日（木）京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 

  

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「瑞鳳の間」 

会費： 会 員 ２，０００円 

    ご家族 ６，０００円 
 

 

＊例会では元会員城山泰一様のご夫人博子様 

（板五製材社長）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。 

－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 

 

来春採用の奨学生募集始まる  
 

2015年4月採用の新規奨学生募集が始まりました。 

各地区の米山奨学委員会からの報告により決定した指

定校は全国で533校（前年度531校）、指定校からの被

推薦者数は1,644人（前年度1,543人）で、この中から

新規奨学生約500人が選ばれます。 

地区奨励奨学金（大学・大学院以外の教育機関在籍者

が対象）を導入した地区は、過去最多の13地区とな

り、地区奨励奨学金の指定校に選ばれた20校のうち8校

が初指定となりました。 

 また、指定校への要望として、地区独自の推薦基準

を提示したのは34地区中31地区でした。最も多かった

要望は、被推薦者の国籍が偏らないよう配慮して欲し

いというもので、そのほかに、日本語運用能力や応募

者の学年、コミュニケーション能力の高さ、などが 

挙げられました。 

第１１８７回例会 ２０１４年９月１１日（木） Vol.２５－９ 

 

今日の歌   小さい秋みつけた 

作詞 ｻﾄｳﾊﾁﾛｰ 作曲 中田喜直 
 

誰かさんが 誰かさんが 

誰かさんが みつけた 

ちいさい秋 ちいさい秋 

ちいさい秋 みつけた 

めかくし鬼さん 手のなる方へ 

すましたお耳に かすかにしみた 

よんでる口ぶえ もずの声 

ちいさい秋 ちいさい秋 

ちいさい秋 みつけた 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『９月４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２４名（３名）８８．８％ 

８月２１日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．５％ 

ご来客１名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ９月１８日（木） 

クラブ・デー 

第３回クラブ討論会 （クラブ管理運営） 

【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％ 

 

「嵐峡の清流を守る会」河川清掃の報告 

 

社会奉仕委員長 上原従正 

 

日 時： ２０１４年９月７日（日）  

 午前１０時～１１時 

清掃場所： 嵐山渡月橋下流の河川沿い 

参加者： 千田、万殿、森、末永、徳田、上原の 

 各会員と中川会員夫人美智子さん 

内 容： 久しぶりの晴天のもと、嵐山中ノ島 

 公園に参加団体が集合し主催者の開催

 挨拶のち、我々は観光客で賑わう渡月

橋下流 

左岸河川

沿いで 

小一時間

清掃活動

した。 

 

万殿 慎二 

・藤井さんのスピーチ楽しみにしていま

 す。 

吉田  修 ・手首が痛くて本日は、握手を失礼しま 

 した。 

BOXへ 田中  守、山本 拓生、鎌野 孝和 

岸上 隆幸 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和、吉田  修 

田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 4,000円  今年度累計  37,000円 
目標額 400,000円 達成 9％ 

 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 
１０月１１日（土） 第69回京都市内24ＲＣ懇親ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会 
 琵琶湖ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

◆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 

BOXへ 稲掛 英男、上原 従正、吉田  修 

鎌野 孝和、万殿 慎二、德田 正彦 

田中  守 

【米山奨学会箱】小計 16,000円 今年度累計 118,000円 
目標額 600,000円 達成 20％ 

出射 靖生 ・藤井さんのスピーチ楽しみに。 

千田  適 ・藤井さんのお話楽しみに。 

森  正廣 ・藤井さんのスピーチ楽しみに。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計  7,000円 今年度累計 124,000円 
目標額 550,800円 達成 23％ 

【ニコニコ箱】小計 36,000円 今年度累計  267,000円 
目標額 1,300,000円 達成 21％ 

 

千田  適 

・先週は、欠席しました。 

 申し訳ありません。 

德田 正彦 ・前回例会欠席お詫び。 

藤井文治郎 ・スピーチさせていただきます。 

安田  勝 ・藤井さんのスピーチ楽しみです。 

末永  寛 ・藤井さんの話を楽しみに 

瀬田 保二 ・藤井様、話し楽しみにしております。 

BOXへ 鎌野 孝和、児嶋 雄二 

吉田  修 ・文治郎さんのお話楽しみに。 

 

岸上 隆幸 

・藤井さんのスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

田中  守 ・藤井さんのスピーチ楽しみです。 

稲掛 英男 ・藤井さんのスピーチ楽しみに。 

 

内山 正元 

・全米オープンテニス、錦織選手、 

 ベスト４、すばらしい！ 

 

出射 靖生 

・岸上さん グランメゾン迎賓館オープ

 ンおめでとうございます。 

森  正廣 ・９月６日は、創業記念日です。 

林  良訓 ・雨ばかり変な夏です。 



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 

「地区委員会とクラブの関係（会員増強について）」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

ＲＩ第2650地区会員増強・拡大委員会  

委員 石松 陽一様 

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１８日 

（木） 

㈱京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞ 代表取締役社長  

今井 浩志様 

【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】 

「災害に強いみちづくり」 

京都府精神保健福祉総合ｾﾝﾀｰ 所長 土田英人様 

「京都市の都市計画について」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「新会員スピーチ」 

「福祉と教育制度」 

祝日休会 

 祝日休会 

「睡眠について～より良い睡眠のために～」 

「タグラグビーを通して」 

「ガバナー公式訪問所感」 

 

 

担当 青少年奉仕理事 中塚  浩様 

 

京都市建設局土木管理課防災調査係長 中居 圭二様 

京都市副市長 小笠原 憲一様 

祝日休会 

-会員スピーチ－「言葉遣いについて」 

「クラブ・デー」 

－青少年奉仕ﾌｫｰﾗﾑ－「育成型ｸﾗﾌﾞを目指して」 

「全ての人に癒しと喜びを与え、元気な笑顔を呼び起こす」 

「古文章からわかる事」 NPO法人 史料データ保存ネットワーク 理事長 向坂 正美

京都市立春日野小学校 校長 池田 一雄様 

クラブデー 

祝日休会 

「ｺｳﾉﾄﾘと共に生きる～隣県の小さな世界都市「豊岡」の挑戦」 

－新入会員スピーチ－「自己紹介」 

英会話講師 日笠 ロウェナ様 

高宮 輝千代様 

RI第2650地区ガバナー 北河原公敬様 

会員 藤田 典生様 

 

オフィス りるも 代表・筆跡鑑定士 山上 りるも様 

京都映像連盟 会長 中嶋  哲様 

RI第2650地区ガバナー 北河原公敬様 

千葉  剛様  内田 浩史様 

【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１２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１５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月１６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月１７日 

（水） 

「サイバー犯罪の現状について」 

㈱奥城崎ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 代表取締役社長 

京都南RC会員 岩井 美晴様 

「映像の世界『映画』四季燦々・大阪城3Ｄ上映」 

「筆跡から分る性格・行動傾向」 

敬老のお祝い －青少年奉フォーラム－

◆ 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 

京都府警察本部サイバー犯罪対策課 ﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ 

・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙ対策係長 近藤 勇二様 

 

ﾈｲﾙｻﾛﾝ“らかねいる”代表 樽谷 珠代様 


