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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 

201４.１０.１６ No.1191 Vol.25-13 

「ベルギー ブリュッセル」 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

  今日の歌「村祭り」 

  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 

 「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 
   

閉会点鐘  13：30  

１．次週例会において、当クラブ細則変更のため

 の会員総会を行います。当日は送付いたしまし

 た資料をご持参下さい。尚、先週理事役員会に

 出席された理事役員の方々は先日お配りした資

 料をご持参下さい。 

２．１０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

 フ大会が開催されました。ご参加の皆様お疲れ

 様でした。 

３．１０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」は台風のため 

 中止になりました。 

 

ラハディアン ユスフ（Rahadian Yusuf）様 
 

インドネシアの出身 

ＩＴＢ（バンドン工学大学）から卒業 

静岡の日本語学校から卒業 

現在：同志社大学の大学院理工学研究科博士課程      

  の二年生（D２） 

日 時  2014 年 10 月 9 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、稲掛、万殿、内田、出射、児嶋 
  末永、髙橋、上原、山本、松尾、一口、田中 
  森の各会員 

議 事 
１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 
３．障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝについて 
４．秋の家族会について 10/26（日） 

５．三重中央RC周年記念例会について 
６．ガバナー公式訪問について 11/20（木） 
７・第５回クラブ討論会（財団・米山）について 

第１１９１回例会 ２０１４年１０月１６日（日） Vol.２５－１３ 

  

秋の家族会のご案内 

 
 

日 程： 平成２６年１０月２６日（日） 

集合場所： 8：30 洛西ｴﾐﾅｰｽ向側 

 8：40 千代原口ｽｽﾞｷ前 

 9：00 京都駅八条口観光ﾊﾞｽ乗場   
 

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 

 －会員スピーチ－ 

  「私の人生」 

 

 德田 正彦会員 

第１回炉辺会合第３班報告 
 

 

期 日: 平成２６年9月27日 午後6時半より 

場 所: 下鴨茶寮 

参加者: 千田、内山、吉田、藤井、瀬田、高橋の各会員 

 リーダー 王杲 

 

秋冷の宵、鴨川の畔で七人の侍が相集い世情を憂いつつ

美味しい日本料理に舌づつみを打ち美酒に酔い至福の時

間を過ごす事ができまし

た。 

炉辺会の何であるかも充

分理解出来ないままリー

ダーに指名され、とまど

いましたが、ロータリーア

ンの何であるか、を学ん

だ充実した宵でした。 

                                                       報告   王 杲 

 

８．第２回炉辺会合について 

９．クリスマス家族例会について 12/20（土） 
10．インターアクトクラブ地区分担金について 
11．赤い羽根共同募金の協力について 

12．定款・細則・事務取扱慣例について 
13．会員増強について 

14．２５周年について 
15．その他・東日本大震災に関する講演会開催について 



◇出席率報告◇ -夜間例会- 

出席率報告『１０月９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２８名（４名）１００％ 

９月２８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８０．７％ 

ご来客３名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １０月２３日（木） 

－クラブ・デー－ 

第４回クラブ討論会（職業奉仕部門） 

【米山奨学会箱】小計 18,000円 今年度累計 170,000円 
目標額 600,000円 達成 28％ 

BOXへ 德田 正彦、田中  守、千田  適 

上原 従正、稲掛 英男、松尾 義平 

吉田  修 

 

内山 正元 

・德田さん、今日は人生訓を語って下さ

 い。 

末永  寛 ・德田さんのお話を楽しみに。 

出射 靖生 ・連続して大型台風がやってきます。 

【ニコニコ箱】小計 37,000円 今年度累計  424,600円 
目標額 1,300,000円 達成 33％ 

RI第2650地区 

ガバナー補佐  

京都西ＲＣ 

森田 惠三様 

・平素はＲＣ活動にご精励いただき感

 謝申し上げます。 

 本日の例会には、ビジターとして訪

 問させていただきました。お世話に

 なりますがよろしくお願い致しま

 す。心ばかりのニコニコですがご笑

 納下さい。 

 

德田 正彦 

・スピーチ 昔の話をさせていただきま

 す。（戦前生れです） 

安田  勝 ・德田さん スピーチご苦労様です。 

 吉田  修、出射 靖生、児嶋 雄二、瀬田 保二 

 田中  守、山本 拓生、稲掛 英男の各会員 

・德田さんのスピーチ楽しみに。 

 

谷口 泰義 

・皆様お久し振りですね、 

 德田さんのスピーチに期待して。 

 

千田  適 

・もう１０月です。だんだんロータリー 

 の行事が忙しくなります。 

森  正廣 ・高知県馬路温泉ぬるっとした美人の湯 

 

松尾 義平 

・上山さん 今日はありがとう御座いま 

 した。 

 

岸上 隆幸 

・所用があり、夜間例会欠席しました。 

 申し訳ありません。 

林  良訓 ・お久しぶりです。 

BOXへ 万殿 慎二、上山 泰弘 

 

岸上 隆幸 

・德田さんのスピーチ楽しみにしてま

 す。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計  10,000円 今年度累計 166,000円 
目標額 550,800円 達成 30％ 

 

万殿 慎二 

・德田さんのスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

千田  適 ・昨日 皆既月食を見られましたか？ 

吉田  修 ・夜間例会 欠席お詫び 

 

松尾 義平 

・三重中央ＲＣ２６周年多数の参加を 

 期待します。 

BOXへ 田中  守 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計   0円   今年度累計  62,120円 
目標額 40,000円 達成 155％ 

BOXへ 松尾 義平、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 5,000円  今年度累計  59,000円 
目標額 400,000円 達成 15％ 

藤井文治郎 ・德田会員のスピーチ楽しみです。 

 

吉田  修 

・ノーベル賞に日本人が３人も選出！！ 

 素晴しいですね。 

森  正廣 ・台風の連続で運動会がピンチ 

◆地区内行事 
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 
１１月１４日（金） 第２回市内24ＲＣ連絡協議会 会長・幹事会 
 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 18：00～ 

◆クラブ内行事  

１０月２６日（日） 「秋の家族会」 徳川美術館 熱田神宮 

１１月 ２日（日） 第22回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会 

 開会式 8：30～ 小畑川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

１１月 ６日（木） 休会 

１１月 ６日～８日 三重中央ＲＣ創立26周年記念例会 

１１月１３日（木） １１月度定例理事役員会 

１１月２３日（日） 創立25周年記念事業 

 京都府青少年道場対抗剣道大会 

 １０・１１月の行事予定  

 

今日の歌 「村祭り」 
 

 村の鎮守の 神様の 

今日はめでたい お祭日 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

朝から聞こえる 笛太鼓 



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 

「秋の夜長を楽しむ会」の為、例会場所臨時変更 
【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～ 

１０月２３日 

（木） 

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 

【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】 

「ミツバチと脳の不思議な共通性」 
綾木企画技術士事務所 代表 

綾木 光弘様 

「扉を開けて・・・米山ロータリー奨学生としての生活」 

～職業奉仕クラブ・フォーラム～ 

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」 

「女性雑誌から観た京都の移り変わり」 

「私の職業」 

京都大学総合人間学部 ２回生 中村 多伽さん 「世界中を幸せにするということ」 

「日本の常識は世界で通用するのか？ﾍﾞﾄﾅﾑから見た日本」 

「日本の針路を考える－インテリジェンスを武器に－」 

「職業奉仕について」 

米山奨学生 シェルバコーワ キセニア様 

会員 古川 隆三様 

担当「地域の子どもたちに歓声と笑顔の一日を」委員長 横尾 浩志様 

会員 清水 英司様 杉本 豊平様 

会員 杉本 五十洋様 

米山奨学生 謝  韵さん 

ガバナー公式訪問 

「心臓の話」 

－職業奉仕月間に因んで－「私と職業奉仕」 

「伝統の未来。未来の伝統」 

「英国に住み、日英両国の良さを知る」 

「京の御火焚と大根焚」 佛教大学 歴史学部教授 八木  透様 

外交ｼﾞｬﾅﾘｽﾄ 手嶋 龍一様 

「ロシアのスマイル」 

高橋浩昭会員・山本章治会員卒寿御祝例会開催の為、例会日時変

「いのちの博物館～京都市動物園の歴史と役割り」

－京都紫野ＲＣ・京都紫竹ＲＣ・京都北ＲＣ合同例会－ 

㈱ﾘｰﾌ・ﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 代表取締役社長 中西 真也様 

三菱京都病院名誉委員長 京都ＲＣ会員 吉田  章様 

職業奉仕委員長 中野 種樹様 

 

 

＊ビジター受付はありません。 

 

 

米山奨学生 
ｼｪﾙﾏﾝ、ｽｳﾞｪﾝ ｱﾝﾃさん 

【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１７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２０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月２１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月２２日 

（水） 

新入会員スピーチ「お菓子のＯＥＭ製造における管理について」 

京都動物園 園長 獣医師 秋久成人様 

「スーパーサーズデー」 

「親睦旅行例会の為、例会日時場所変更 

- 特別事業ｸﾗﾌﾞ・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 

野田 英彦様 

＊ビジター受付はありません。 

鵜飼 パーマー 浩子様 


