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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 

201４.１０.９ No.1190 Vol.25-12 

「フランス東部 ナンシー」 



 

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－ 

  「私の人生」 

      德田 正彦会員  

閉会点鐘  13：30  

１．本日例会終了後、１０月度定例理事役員会を

 開催いたします。 

２．１０月４日（土）クラブ広報委員長会議が京

 都ホテルオークラにおいて開催され、一口広報

 委員長が出席されました。 

３．１０月１１日（土）、ポリオ撲滅活動協賛第

 ６９回京都市内２４RC懇親チャリティーゴルフ

 大会が京都洛北ＲＣのホストにより開催され、

 児嶋、岸上、太田、髙橋、山本の各会員が参加

 されます。 

４．１０月１３日（祝）「障がいのある人と家族

 のためのレクリェーション2014」が開催され、 

 千田、万殿、上原、德田、太田の各会員が参加

 されます。 

第１１９０回例会 ２０１４年１０月９日（日） Vol.２５－１２ 

第１回炉辺会合第１班報告 
 

新年度の第１回炉辺会（１班）の開催を下記に行いま

したのでご報告致します。 

９月１３日（土）１８：３０より、京都鴨川倶楽部

（木屋町）で、万殿、森、中川、田中、内田、山本、

世話役（一口、岸上）の８名の会員各位の出席を得て

開催しました。（瀬田会員は先約があり、欠席されま

した） 

森 創立２５年実行委員長の乾杯の発声で宴がスタート

しました。今回のテーマは「創立25周年記念日を目前

にひかえて」ということですので、森委員長より、現

在考えておられる案等をお聞きし、意見交換をしまし

た。 

若干季節外れ

の鴨川納涼床

で行いました

が、有意義な

懇親会であっ

た と 思 い ま

す。 

岸上 隆幸 

 

障がいのある人と家族のための 

レクリェーション２０１４ 
 

 日 時： １０月１３日（祝）  

  ８：３０ 西京区役所もしくは境谷大橋 出発  

場 所： インスタントラーメン発明記念館、大阪城公園 

参加費： ３，０００円 

＜ｽｹｼﾞｭｰﾙ＞ 

８：３０  西京区出発 

１０：００～１１：５０ インスタントラーメン発明記念館 

１２：３０～１４：００ ホテル京阪ユニバーサルタワー 

１４：４０～１６：３０ 大阪城公園 

１８：３０頃  西京区到着予定 

 
 

 

９月２８日（日）、京都センチュリーホテルにおいて

夜間例会を行ないました。 

 桂川ＲＣ元会員の城山泰一さんご夫人博子様をお迎

えし、継承された仕事のこと、亡きご主人のことなど

大変興味深いお話しをしていただきました。 

 当クラブでは、久しぶりに開催した「夜間例会」で

したが会員２１名、ご夫人１１名にご参加いただき、

なごやかで楽しい例会となりました。 

今後もこのよう

な夜間例会を開

催して行きたい

と思います。 

 

児嶋親睦委員長 

様

ｿﾝｸﾞ 会児



◇出席率報告◇ -夜間例会- 

出席率報告『９月２８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２１名（２名）８０．７％ 

９月１１日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．４％ 

ご来客１２名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １０月１６日（木） 

「インドネシアと日本の違うところ」 

    米山奨学生 

         ラハディアン ユスフ様 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守 

【米山奨学会箱】小計 10,000円 今年度累計 152,000円 
目標額 600,000円 達成 25％ 

 

安田  勝 

・太田さん 炉辺会合 

 お世話になりました。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計 1,000円   今年度累計  62,120円 
目標額 40,000円 達成 155％ 

 １０・１１月の行事予定  

◆地区内行事 
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 
１１月 １日（土） 「新世代育成基金講演会」 
 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ  14：00～16：30 
１１月 １日（土） 2014-15年度インターアクト地区大会 
 滋賀県立琵琶湖博物館  
 聖ﾊﾟｳﾛ学園 光泉中学・高等学校 

◆クラブ内行事  

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 

１０月２６日（日） 「秋の家族会」 徳川美術館 熱田神宮 

 

德田 正彦 

・太田様、先日の炉辺の幹事 

 お世話様でした。 

森  正廣 ・城山博子さんをお迎えして。 

万殿 慎二 ・ご参加のご夫人の皆様、ようこそ。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計  6,000円 今年度累計 156,000円 
目標額 550,800円 達成 28％ 

出射 靖生 ・秋晴れが続きますね。 

内山 正元 ・キンモクセイの香りに秋を感じます。 

 

田中  守 

・岸上さん 

 先日は炉辺会合お世話になりました。 

  

秋の家族会のご案内 

 

 
 

日 程： 平成２６年１０月２６日（日）  

 

行 程： 徳川美術館、熱田神宮を観光した後、 

 「ひつまぶし」をいただきます。 

 全行程観光バスを利用します。 

 

会 費： おとな ８,０００円  

 こども ３,０００円（小学生まで） 

 

お申込み： 例会場にて受付 

【ニコニコ箱】小計 57,600円 今年度累計  387,600円 
目標額 1,300,000円 達成 30％ 

RI第2720地区 

荒尾ＲＣ  

幹事 

片山 鉄也様 

・１３：００よりめいの結婚式に来ま

 した。例会に出席出来なくて申し訳

 ありません。みなさまの活躍をお祈

 り申し上げます。 

 

千田  適 

・今日は久しぶりの夜間例会です。 

 大いに親睦を深めましょう。 

末永  寛 ・城山さんの奥様のお話を楽しみに。 

児嶋 雄二 ・城山さんのスピーチ楽しみに。 

 

鎌野 孝和 

・城山様のお話を楽しみにしていま 

 す。 

上原 従正 ・城山さんのスピーチを楽しみに。 

 

德田 正彦 

・元会員城山ご夫人のスピーチを楽しみ

 に。 

松尾 義平 ・城山様お久し振りです。 

 

万殿 慎二 

・城山さんのスピーチ楽しみにしていま

 す。 

安田  勝 ・城山様をお迎えして。 

 

田中  守 

・城山様 

 本日はありがとうございます。 

藤井文治郎 ・城山令夫人をお迎へして。 

稲掛 英男 ・城山さんのお話し楽しみに。 

出射 靖生 ・本日誕生日 自祝 

 

森  正廣 

・今日は、年に１度のジョギングクラブ 

 の合宿です。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

 

内山 正元 

・（リーダー王さん）炉辺会合の支払い 

 のあとのお釣りです。 

出射 靖生 ・久し振りの夜間例会ですね。 

藤井文治郎 ・御嶽山、山岸 純の絵出してみます。 

BOXへ 田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 4,000円  今年度累計  54,000円 
目標額 400,000円 達成 14％ 

藤井文治郎 ・夜間例会久し振りですね。 



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 

～米山奨学月間に因んで～「私の人生～ﾛｰﾀﾘｰに出会って、変ったこと」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
ファム、フーン ティ様 

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～ 

１０月１６日 

（木） 

毛利 隆志会員 吉田 和正会員 

【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】 

「韓国と日本の架け橋としての自分を語る」 

＊ビジター受付はありません。 

「柔道の現場より」 

～新会員スピーチ～ 

「休会」 

特別休会 

祝日休会 

 祝日休会 

「休会」 

「台北南RC訪問のための休会」 

－米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ－「ｽｳｪｰﾃﾞﾝと日本、言語と文化の共通点と相違点」 

みずほ銀行執行役員 中国営業推進部部長 大門 栄城様 

 

担当 職業奉仕理事 岸  弘祐様 

 

米山奨学生 金 東 柱様 

日本傅講道館柔道女子七段 国際柔道連盟 山﨑 立実様 

祝日休会 

「万華鏡ミュージアム１０年の歩み」 

「クラブデー」 

～私の職業とﾛｰﾀﾘｰ活動における職業奉仕について～ 

「日本の絆～私の留学生活～」 

－新会員スピーチ－ 安道 大介様  石川  恭様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「チャイナリスクについて」 

祝日休会 

「平成２６年度防衛白書の概要」 

－米山奨学生スピーチ－「ｴｼﾞﾌﾟﾄ、文化、言葉、宗教、料理」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

NPO法人京都万華鏡こう房 代表 伊藤 知子様 

ｼｪﾙﾏﾝ ｽｳﾞｪﾝ ｱﾝﾃ様 

米山奨学生 

 ﾓﾊﾒﾄﾞ・ｱﾊﾒﾄﾞ・ﾓﾊﾒﾄﾞ様 

 

廖  于晴様 

㈱ドコモCS関西 京都支店 支店長 西岡 幸一様 

宮本 恵伸会員 永井  剛会員 

＊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 

１０月１０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 

１０月１３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月１４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月１５日 

（水） 

休会 

自衛隊京都地方協力本部 本部長 國友 昭様 

「電波とケータイ電話」 

「米山奨学生スピーチ」 

- 職業奉仕クラブ・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 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

米山奨学生 劉  嘉碩様 


