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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 

201４.１０.３０ No.1193 Vol.25-15 

「ドイツ トリアー」 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「虫の声」 

  今日の歌「四つのテスト」 

  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 

「目の老化」 

  医療法人 中路眼科医院 理事長  

  京都西RC会員 

        中路  裕様 

閉会点鐘  13：30  

１．１０月２６日（日）「秋の家族会」が行なわ

 れました。ご参加の皆様お疲れさまでした。 

２．次週の例会は休会です。 

３．次々週例会終了後、１１月度理事役員会を開

 催いたします。関係各位の出席をお願い致しま

 す。 

４．１１月１日（土）「新世代育成基金講演会」

 が立命館朱雀キャンパスにおいて開催され、山

 本青少年奉仕委員長が出席されます。 

５．１１月１日（土）２０１４～１５年度イン

 ターアクト地区大会が滋賀県立琵琶湖博物館に

 おいて開催され、インターアクト顧問山口先

 生、インターアクター７名と当クラブより一口

 青少年奉仕副委員長が参加されます。 

６．１１月２日（日）第２２回京都桂川ＲＣ会長

 杯野球大会の開会式が行われ、会長、幹事、一

 口会員、山本会員が参加されます。 

７．１１月６日（水）～８日（土）三重中央ＲＣ

 創立２６周年記念例会が行われます。 

８．１１月６日（木）「第３５回大堰川幼魚放流

 行事」が嵐峡の清流を守る会主催で行なわれま

 す。 時間：午前１０時１５分集合  

  場所：嵐山通船の川原 

 

中路  裕（なかじ ゆたか）様 
 

ご略歴 

昭和51年   昭和大学医学部卒業 

昭和51年～5８年 府立医大眼科学教室研修 

 京都第二赤十字病院医員 

 府立医大眼科学教室助手 

昭和58年～ 大津市民病院 眼科副医長 

昭和60年～ 大阪府済生会中津病院 眼科部長 

平成  2年7月～ 医療法人中路眼科医院 理事長 

 

平成24年6月～ 一般社団法人 西京医師会会長 

  平成26年6月   

平成26年10月現在 京都府眼科医会 副会長 
      京都府医師会「今の医療、こんなん 

   で委員会」委員長  

◇例会臨時変更のお知らせ 

１１月２５日（火）京都東山ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行

われます。 

１０月３１日（金）京都東ＲＣ 

１１月１２日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１１月１７日（月）京都平安ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 

2014-15年度 第２回炉辺会合のお知らせ 
 

本年度第２回炉辺会合を１２月末日迄に開催いただき、 

会合終了後には事務局宛へ報告お願いします。 

＊テーマ「創立２５周年に向けて（最終）」       

 クラブ管理運営委員長 出射 靖生 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 林 一口 上原、藤井、山本、大森 

2 児嶋 森 松尾、上山、稲掛、近藤 

3 万殿 瀬田 末永、安田、谷口、太田、山田  

4 中川 田中 千田、内山、岸上、出射 

５ 髙橋 内田 德田、鎌野、吉田、王 

第１１９３回例会 ２０１４年１０月３０（木） Vol.２５-１５ 

 今日の歌   「虫の声」 
 

あれ松虫が   鳴いている 

ちんちろちんちろ   ちんちろりん 

あれ鈴虫も   鳴きだした 

りんりんりんりん   りいんりん 

秋の夜長を   鳴き通す 

ああおもしろい   虫のこえ 

 クラブ・デー－ 

RLI修了書贈呈 「新入会員推薦者のための認証 

プログラム」推薦者へのﾊﾞｯﾁの贈呈 

稲掛会員と千田会長 瀬田会員、林会員と会長 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １１月１３日（木） 

第２回クラブ協議会 

「奉仕についての思いと会員増強」 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ガバナー補佐 

京都西RC会員   森田 惠三様 

◆地区内行事 
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 
   ～２日（日） 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  

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  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月２３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２５名（４名）８９．２％ 

１０月９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 １００％ 

ご来客１名  

【ニコニコ箱】小計 20,000円 今年度累計  475,600円 
目標額 1,300,000円 達成 37％ 

 

千田  適 

・青少年剣道大会には皆さんふるって 

 ご参加下さい。 

 

 

岸上 隆幸 

・１２日の日曜は奈良県宇陀市（薬問屋

 の発祥地）を散策してきました。 

 ストレス発散できました。 

 

山本 拓生 

・児嶋さんゴルフコンペではお世話にな

 りました。参りました！ 

 

万殿 慎二 

・髙橋さん、内田さん  

 クラブデーよろしくお願いします。 

 

出射 靖生 

・第２回目炉辺会議皆さんよろしく御願

 します。 

吉田  修 ・２６日の家族会欠席お詫び。 

森  正廣 ・秩父宮記念公園より富士山を望む 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、児嶋 雄二 

稲掛 英男、林  良訓 

髙橋 英明 ・本日 よろしくお願いします。 

【米山奨学会箱】小計 6,000円 今年度累計 185,000円 
目標額 600,000円 達成 31％ 

BOXへ 田中  守、岸上 隆幸、吉田  修 

鎌野 孝和、稲掛 英男 

出射 靖生 ・晴天ですね。 

 

京都桂川ロータリークラブ創立２５周年記念 

京都府青少年道場対抗剣道大会 
 

日  時 平成２６年１１月２３日（日） 

  ９時３０分～１６時３０分 

  （開会式） 
場  所 京都市武道センター（岡崎） 

集合時間 ９時 

 

 １７時３０分より王会員の龍門（岡崎店）にて 

 ご苦労さま会を開催します。 
 

・スリッパをご持参下さい。 

・会員席を設けています。 

・駐車スペースが５～６台分しかありません。 

（近くのコインパーキングを利用して下さい） 

・当日のお手伝い 

受  付 ２～３名 

接  待 ２～３名 

・当日のプログラムは、大会までにお渡しします。 

・リーグ戦終了後、小学生、中学生２名の剣道体験の

 スピーチがあります。（約２０分） 
 

＊例会場において出欠を確認しております。 

 多数のご参加お願い致します。 

BOXへ 万殿 慎二、末永  寛、鎌野 孝和 

田中  守 

 

 

谷口 泰義 

・誰ひとり入賞のないゴルフコンペで

 も元気に参加されたことにごくろう

 さんと申し上げます。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 15,000円 今年度累計 186,000円 
目標額 550,800円 達成 33％ 

 

内山 正元 

・高松、屋島まで、一泊旅行をしてき 

 ました。 

 

 

 

 

吉田  修 

・自祝 

 その①誕生日自祝 

 その②この度、獣医師会創立５０周

  年記念式典で知事表彰を受けこと 

  になりました。 

森  正廣 ・御殿場線に乗って富士見酒。 

安田  勝 ・世界の平和と安定の為に 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 3,000円  今年度累計  63,000円 
目標額 400,000円 達成 16％ 

出射 靖生 ・インターアクトの発展に。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計 2,850円   今年度累計  64,970円 
目標額 40,000円 達成 162％ 

上原 従正 ・エボラも心配です。 



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 

「ロータリー月間に因んで」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
ロータリー財団委員会 委員長 大森  剛様 

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～ 

１１月６日 

（木） 

京都精華大学 芸術学部 教授 武蔵 篤彦様 

【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】 

「奉仕プロジェクト委員会報告」 

国際ロータリー第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

「休会」 

「京菓子の意匠」 

「縁（ゆかり）」 

第３回フォーラム 南麒会会費徴収について 

祝日休会 

 祝日休会 

「ガバナー公式訪問所感」 

「極東は世界の発火点-近代日本の宿命」 

「博物館よもやま話」 

プロ野球解説者 片岡 篤史様 

 

 

RI第2650地区ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 

委員長 会員 石田 徹様 

 

＊ビジター受付はありません。 

祝日休会 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」 

-ロータリー財団月間に因んで-「未定」 

「現代の版画を語る」 

「ガバナー公式訪問所感」 

-京都ＲＣ在籍50年記念ｽﾋﾟｰﾁ-「ﾛｰﾀﾘｰあれこれ」 月桂冠㈱取締役相談役 会員 大倉 敬一様 

「今年のプロ野球をふり返って」 

祝日休会 

「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金事業のｽｽﾒ 

-ﾛｰﾀﾘｰ財団月間ｽﾋﾟｰﾁ-「財団簡単説明」 

南麒会世話役 長澤 眞慧会員 

地区財団補助金委員会 副委員長 京都嵯峨野RC会員 名井得郎様 

兵庫県立人と自然の博物館館長 中瀬  勲様 

RI第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 委員長  

武生府中RC会員 大塚 紀夫様 

 

『ファインド・アイ京都』創立会員、「民族芸術学会」会員 藤波 晃先生 

脚本家･ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 大野 裕之様 

㈱末富 専務取締役 同志社女子大学、大谷非常勤講師 山口 祥二様 

大阪芸術大学講師 戸波 友香子様 

【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 

１０月３１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 

１１月３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月５日 

（水） 

「“ＳＨＯＧＩ”を世界へ」 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 大塚 紀夫様 

「太秦が教えてくれたこと～『太秦ﾗｲﾑﾗｲﾄ』を制作して～」 

「京都人の美意識」 

クラブ・デー 

◆ 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 

日本将棋連盟 女流棋士 二段 北尾まどか様 

 

国際ロータリー第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

京都大学名誉教授 中西 輝政様 


