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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 

201４.９.１８ No.1188 Vol.25-10 

「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「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３回クラブ討論会 （クラブ管理運営） 
      

閉会点鐘  13：30 

１．９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した。 

２．９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

 クトが出席されました。 

３．９月２０日（土）地区別 職業奉仕担当者会議 

 が京都ホテルオークラにおいて開催され、髙橋

 職業奉仕委員長が出席されます。 

４．９月２５日（木）の例会は２８日（日）に 

 例会時間を変更し、「夜間例会」を開催いたし

 ます。 

 創立25周年記念事業 
 

西京少年消防研修会 
 

 元気いっぱいの子供達の敬礼から

研修会が始まりました。たいへん勉強

になる研修会で会員も一緒に参加してきました。 

参加の皆様、ご苦労様でした。 

◇例会休会・臨時変更のお知らせ 

 ９月２９日（月）京都平安ＲＣ 

１０月１６日（木）京都南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 

 ９月２５日（木）京都さくらＲＣ 

 ９月２６日（金）京都東ＲＣ 

１０月１５日（水）京都朱雀ＲＣ 

１０月２０日（月）京都紫野ＲＣ 

１０月２７日（月）京都紫野ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 

日 時  2014 年 9 月 4 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、稲掛、内山、万殿、内田、 
  出射、児嶋、髙橋、上原、山本の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 

３．夜間例会について9/28（日） 
４．障がいのある人と家族のためのレクリェーション 
 2014について 10/13（祝） 

５．第４回クラブ討論会（職業奉仕）について 
10/23（木） 

６．秋の家族会について 
７．嵐峡の清流を守る会への協力金について  
８．会員増強について 

９．２５周年について 
10．前年度会計繰越の取り扱いについて 
11．その他 

・東日本大震災に関する講演会開催について 
・創立２５周年の三重中央ＲＣとの記念旅行は松尾 
・創立２５周年の真駒内ＲＣとのゴルフ大会 

 

「ピンチがチャンス？」 
 

  墨屋のおやじ 
 

松井 重憲様 

第１１８８回例会 ２０１４年９月１８日（木） Vol.２５－１０ 

会員誕生日お祝い   

  ４日 王  杲会員          ６日  万殿慎二会員 

  ８日 山田芳弘会員 １３日 谷口泰義会員 

 ２８日 出射靖生会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 山本拓生会員夫人 真由美様 

   １５日 髙橋英明会員夫人 友子様 
 

結婚記念日お祝い 

 １５日 稲掛英男会員 ３０日 太田勝彦会員 
  

創業記念日お祝い 

  １日 千田 適会員 法律事務所なみはや 

  １日 末永 寛会員 (有)インテリア末永 

  ６日 森 正廣会員 六和証券㈱ 
 

９月おめでとうございます 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『９月１１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２７名（４名）９６．４％ 

８月２８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８２．１％ 

ご来客１名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ９月２８日（日） 

「夜間例会」 

 １７：３０受付 １８：００～ 

於：京都センチュリーホテル 

  

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。 

BOXへ 吉田  修、松尾 義平、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 7,000円  今年度累計  44,000円 
目標額 400,000円 達成 11％ 

 ９・１０月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 
１０月１９日（日） やまとまほろばＲＣ認証状伝達式 
 橿原ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

◆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 千田 適、松尾 義平、吉田  修、

末永  寛、田中  守 

【米山奨学会箱】小計 10,000円 今年度累計 128,000円 
目標額 600,000円 達成 21％ 

 

万殿 慎二 

・西京少年消防クラブ研修会 ご参加の

 皆様ごくろう様でした。 

【ニコニコ箱】小計 46,000円 今年度累計  313,000円 
目標額 1,300,000円 達成 24％ 

千田  適 ・毎日 変な気候が続きます。 

出射 靖生 ・松井様のスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・松井様のスピーチ楽しみに！ 

稲掛 英男 ・松井様のスピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・松井様のスピーチ楽しみにしていま

 す。 

田中  守 ・松井様のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 岸上 隆幸、一口 茂樹 

瀬田 保二 ・松井様のお話しを楽しみに。 

松尾 義平 ・中秋の名月、キレイでした。 

 

森  正廣 

・舞鶴「松尾寺」ハイキング、 

 涼しかったです。 

山本 拓生 ・太田さんお久しぶりです。 

 

 

谷口 泰義 

・今月は欠席が多くてすみません、 

 岸上さんよい本を有難うございまし

 た。 

 

 

 

 

 

吉田  修 

・今度の日曜日１４日、東京、両国 

 国技館へ大相撲秋場所初日の見物に

 行ってきます。これは、息子からのプ

 レゼントです。相撲が大好きな父に

 も見せてやりたかったー。 

 すこしだけデング熱が心配です。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計 3,000円   今年度累計  61,120円 
目標額 40,000円 達成 153％ 

BOXへ 安田  勝 

安田  勝 ・松井様のお話し楽しみです。 

 

森  正廣 

・西京少年消防クラブ研修会、おもしろ

 かったです。 

出射 靖生 ・インターアクトの発展を願って。 

千田  適 ・松井さんのお話楽しみにしています。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計  16,000円 今年度累計 140,000円 
目標額 550,800円 達成 25％ 

吉田  修 ・松井重憲様のスピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・桂川清掃にご参加の皆様ごくろう様で

 した。 

出射 靖生 ・雨が多いですね。 

上原 従正 ・各地の泥砂災害お見舞。 

BOXへ 岸上 隆幸、松尾 義平、末永  寛 

田中  守、稲掛 英男 



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回はぐるま例会（会員親睦例会）」 
【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～ 

９月２５日 

（木） 

西小路 佳代会員 齊藤 敬幸会員 

【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】 

「未定」 

公益社団法人 京都市観光協会 専務理事 岡田 秀人様 

「根本を見る。」 

～情報集会のまとめ～ 

「『ＫＹＯＴＯ』ドメインの活用について」 

第４回アセンブリー「ガバナー公式訪問」 

「私のおもてなし」 

中京警察署長 警視正 樋口 文和様 「区民の安全を守る～地域力をアップして～」 

「京都観光の現状と課題」 

「ホスピタル・クラウン活動の現場から」 

「公式訪問を終えて」 

㈱CAP代表取締役 樫野 孝人様 

フリーアナウンサー 山添 美恵子様 

 

島本 恵未様 

 

比叡山延暦寺一山 慈悲院 住職 栢木 寛照様 

クラブデー＆アセンブリー ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問に備えて 

「聴くチカラ」 

「漆の世界」 

－新入会員スピーチ－ 

祝日休会 

「女性の活躍」 魚躬 弘様 「自分のﾙｰﾂの探求と自分があるべき姿の模索」 川向武徳様 

日本ﾎｽﾋﾟﾀﾙ・ｸﾗｳﾝ協会 理事長 大棟 耕介様 

「広島県と京都府の戦略的広報」 

－ヴィアトール学園洛星高校ＩＡＣ海外研修報告 

祝日休会 

「『モノづくりの歴史』に学ぶ」 

北河原 公敬様 

㈱京都放送 取締役 村上 祐子様 

 

京都美術工芸大学 教授 村上  隆様 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐をお迎えして 

＊ビジター受付はありません。 

インターアクト夏季研修報告    山内 隆之様、藤居 愼穂梨様 

里中ロータリー情報委員長 布施クラブ研修・長期計画委員長 

京都ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ学院・京都情報大学院大学  

統括理事長 長谷川 亘様 

【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１９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２２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月２３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月２４日 

（水） 

祝日休会 

 

「スーパーサーズデー」 

例会場変更 

祝日休会 

◆ 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 

 

 

ﾈｲﾙｻﾛﾝ“らかねいる”代表 樽谷 珠代様 


