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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 CHARTERED  
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 

201４.１１.１３ No.1194 Vol.25-16 

「スイス中部 カペル橋」 



 

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 

 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 

閉会点鐘    13：30 

１．本日例会終了後、１１月度理事役員会を開催

 いたします。 

２．１１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した。 

３．１１月１日（土）２０１４～１５年度イン

 ターアクト地区大会が開催され、インターアク

 ト顧問山口先生をはじめインターアクターと 

 当クラブより一口青少年奉仕副委員長が参加さ

 れました。 

４．１１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ました。 

５．１１月６日（木）～８日（土）三重中央ＲＣ

 創立２６周年記念例会が行われ、当クラブより

 会員、ご家族１４名で参加致しました。 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 

京都市域第２組担当 ガバナー補佐 

森田 惠三（もりた けいぞう）様 
 

ご略歴 

1981.3～1986.11 京都乙訓ロータリークラブ会員 

1984.7～1985.6 幹事 

1995.5～現在 京都西ロータリークラブ会員 

2010.7～2011.6 第53代 会長 

2014.7～現在 京都市域第2組担当ガバナー補佐 

 

京都YMCA会員 

京都ウエストワイズメンズクラブ会員 

税理士法人 京都合同会計 代表社員会長 

京都商工会議所 常議員 

ＴＫＣ近畿京滋会 名誉会長 

第１１９４回例会 ２０１４年１１月１３（木） Vol.２５-１６ 

◇例会臨時変更のお知らせ 

１１月２５日（火）京都東山ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

１１月１７日（月）京都平安ＲＣ 

 ビジター受付はありません 

「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 
   

   
   秋の家族例会(報告) 
 

 平成26年10月26日(日)秋深まる快晴のなか、恒例の秋の家族例会を

開催しました。行き先は、名古屋。バスレクで、熱田神宮と徳川美術

館を見学し、名物「ひつまぶし」をいただきました。バスで移動する

のがもったいないくらいのお天気で、熱田神宮には

七五三でお参りする家族連れが多くいました。 

運転手さんも人が良く、大きな渋滞もなく、ご参加

いただいた皆さん笑顔で楽しむことができました。 

ひつまぶしは、思いの他ボリュームがあり、店は古

かったですがそれなりに風情があり、もちろん「お

いしゅうございました」。 

次回は春を予定しております。 

皆さんのご参加をお待ちしております。 

   親睦委員長 児嶋雄二 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １１月２０日（木） 
 

「ガバナー公式訪問所感」 

 国際ロータリー第2650地区ガバナー 

           北河原 公敬様 

◆地区内行事 
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～ 
１１月２５日（火） 第２回市内２４ＲＣ連絡協議会 合同幹事会 
 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都  18：30～ 
 ＊桂川ＲＣホスト 
１１月２５日（火） 第２７回市内２４ＲＣ ロータリアン同志社会 
 京都ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ 

◆クラブ内行事  

１１月１３日（木） １１月度定例理事役員会 

１１月２０日（木） ガバナー公式訪問 第３回クラブ協議会 

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 

１２月 ４日（木） 年次総会 １２月度定例理事役員会 

１２月２０日(土） クリスマス家族例会 

 １８日（木）→２０日（土） 

 １１・１２月の行事予定  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１０月３０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２４名（４名）８５．７％ 

１０月１６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．８６％ 

ご来客２名  

【ニコニコ箱】小計 22,000円 今年度累計  497,600円 
目標額 1,300,000円 達成 38％ 

 

 

千田  適 

・秋の家族会、楽しかったです。 

 しかし、ひつまぶしの量多かったです

 ね。 

 

吉田  修 

・中路様 

 本日はお世話になります。 

 

松尾 義平 

・中路先生のお話 

 楽しみにしています。 

稲掛 英男 ・中路さんのスピーチ楽しみに。 

 

德田 正彦 

・１０月２６日秋の家族会に大変お世話

 様でした。 

 

森  正廣 

・今年の社員旅行は、日本三大名湯の 

 １つ下呂温泉でした。いい湯です。 

 

万殿 慎二 

・家族会にご参加の皆様ごくろう様 

 でした。 

BOXへ 児嶋 雄二、岸上 隆幸、林  良訓 

 

 

出射 靖生 

・今年度の健康祭り 

 晴天にめぐまれ１２００名が集いま

 した。 

 

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。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 6,000円 今年度累計 192,000円 
目標額 550,800円 達成 35％ 

 

万殿 慎二 

・中路さんのスピーチ楽しみにして 

 います。 

末永  寛 ・中路さんお話を楽しみに 

BOXへ 千田  適 

 

吉田  修 

・谷口さん、先日はわざわざありがと 

 うございました。 

BOXへ 吉田  修、岸上 隆幸 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 2,000円  今年度累計  65,000円 
目標額 400,000円 達成 16％ 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計 3,000円   今年度累計  67,970円 
目標額 40,000円 達成 170％ 

安田  勝 ・中路先生をお迎へして。 

【米山奨学会箱】小計 13,000円 今年度累計 198,000円 
目標額 600,000円 達成 33％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、万殿 慎二 

德田 正彦 ・中路先生、スピーチ大変御苦労様です 

 

内山 正元 

・タイガース、崖っぷち。 

 今日のゲーム、勝て。 

 

谷口 泰義 

・先日の家族会のご夫人のみのたくさん

 ご参加の皆様本当に有難う存じます。 

 

 

森  正廣 

・先日の家族会 

 土山のパーキングエリアで参加しまし

 た。 



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 

「ローターアクトと私」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

京都西北ローターアクトクラブ OG  

京都手をつなぐ育成会山科工房 生活支援員 乗松明日香様 

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２０日 

（木） 

 

【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】 

「クラブ・デー」 

京都朱雀RC会員 藤田会

「あきらめる心-バングラデシュでの医療活動を通じて」 

「四川・川劇・変面」 

「落語」 

「財団補助金について」 

「ﾛｰﾀﾘｰ財団について」 

平成女鉾清音会会長 日詰千栄さん 「人も楽しく、神様も楽しく-平成に生まれた鉾の可能性」 

「１：平穏死のすすめ ２：新しい大腸検査の話題」 

「国際ロータリーのロータリー財団 新補助金について」 

～ボジョレーヌーボー例会～ 

京都市長 門川 大作様 

RI第2650地区財団補助金副委員長 京都嵯峨野RC会員 名井 得郎様 

担当 ロータリー財団理事 福留 幸一様  

 

 

おぶせの里クリニック院長  

伊藤 道雄様 

移動例会「もみじ例会」 

-クラブ・デー「奉仕・青少年・財団奨学部門 第4回クラブフォーラム」 

「クラブデー」 

-Ｒ財団部門フォーラム- 

「ロータリー財団について」 

「ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群～不意の高熱と発疹・・・もしかしたら」 
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群患者会  

代表 湯浅 和恵様 

「日本の未来のために」～日本の精神文化の拠点都市  

京都からの挑戦 人口減少社会を超えて」 

第４回クラブフォーラム（クラブ奉仕部門） 

「日々、迷わず生きる」 

～音楽例会～「たった一人のバンブーオーケストラ」 

地区財団補助金委員会 委員 脇田 武勝様 

＊ビジター受付はありません 

ﾀｹｯﾌﾟﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏｰ ＳＥＩＧＯ様 

＊ビジター受付はありません 

京都府北警察署 生活安全課 

生活安全係長（警部補） 後藤 教利様 

㈱京都放送 常務取締役・京都ＲＣ会員 堀田  学様 

日本中華文学連合会理事 中国四川省成都市  

川劇団絶技＜変面＞後継者 江  玉様 

落語家 林家 愛染様 

【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 

１１月１４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１７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月１８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月１９日 

（水） 

「財団地区補助金について」 

臨済宗大本山天龍寺塔頭 永明院 住職 國友 憲昭様 

「ラジオと防災」 

「振り込め詐欺をはじめてする犯罪発生状況と対策について」

-ロータリー財団クラブ・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 

RI第2650地区ロータリー財団委員長 大塚 紀夫様 

 

地区財団補助金委員会 委員、京都朱雀RC会員 松林正高様 

地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会  

副委員長 八木 秀之様 


