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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 
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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 

201４.１１.２０ No.1195 Vol.25-17 

「チューリッヒ市外」 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

  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 

  「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 

閉会点鐘    13：30 

１．本日はガバナー公式訪問です。 

 例会終了後、クラブ協議会をおこないますので

 ご出席をお願い致します。 

２．１１月２３日（日）当クラブ創立２５周年記

 念京都府青少年道場対抗剣道大会を京都市武道

 センターにおいて開催いたします。４８チーム

 約３５０名が参加の予定です。当日は９時集合

 です。会員各位のご協力よろしくお願い致しま

 す。 

第１１９５回例会 ２０１４年１１月２０（木） Vol.２５-１７ 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１１月２５日（火）京都東山ＲＣ 

１２月１６日（火）京都東山ＲＣ 

１２月１７日（水）京都北東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

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地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  

  京都西RC会員    森田 惠三様 
   

 同行者： 森田 惠三 ガバナー補佐 

 随行者： 橋本 和典 副幹事長 

北河原 公敬ガバナー公式訪問   

北河原公敬ガバナーをお迎えして 
 

 

生年月日  1943年5月9日 

職 業 華厳宗大本山東大寺長老 

職業分類 宗教 仏教 

資   格 大僧正 

会   員 全日本仏教会副会長 

  神仏霊場会会長 

         日本ホッケー協会副会長 

  関西ホッケー協会会長 
  関西桜友会（学習院同窓会）会長 

ロータリー歴 

【クラブ関係】 

1988年 奈良大宮ロータリークラブ入会   

1994-1995年度 国際奉仕委員長       

1998-1999年度 職業奉仕委員長        

2000-2001年度 会員選考委員長 

2001-2002年度 青少年活動委員長 

2002-2003年度 会長エレクト 

2003-2004年度 会長（創立25周年） 

2008-2010年度 姉妹・友好クラブ委員長 

【地区関係】 

1993-1994年度 社会奉仕委員会 委員    

2013-2014年度 新世代育成基金特別委員会 委員

 2013-2014年度 東日本災害復興支援特別委員会 

 副委員長 

【その他】 

ベネファクター 1回            

第8回米山功労者（マルチプル） 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 4回 

 

 

2014～15年度 インターアクト地区大会 
 

１１月１日琵琶湖博物館においてインターアクト

地区大会が開催されました。洛西高校インターア

クトクラブより７名の生徒が出席されました。 

 徳永祐太さん二年生、佐野さつきさん一年生 

 片山涼音さん一年生、佐藤祐祖さん一年生 

 富永裕美さん一年生、北郷夢七さん一年生 

 戎 陽生さん一年生 

 顧問   山口先生 

皆さん大変明るく元気な生徒さんばかりでした。 

 
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

一口茂樹 記 



 

       

   三重中央扶輪社創立２６周年記念例会参加報告 

                              国際奉仕委員会 松尾 義平 

参加者 千田会長・夫人 万殿幹事 森・子息 児嶋 林 中川・夫人 

    高橋 上山夫人 山本夫人 松尾国際 古畑（事務局）１４名 

１１月６日開催の三重中央RC26周年記念例会に以上の１４名が参加して参りました。 

今回は、曜日の関係もあり式典当日の参加となりました。式場は台北中心部から少し

離れたところにある豪華な宴会場で、例によりガバナー以下多くの会員家族約200名が

参加され盛大に開催されました。 

千田会長の中国語による挨拶には満場の拍手（王さんに聞き

ましたら８０％の理解度）私たちも感動いたしました。 

インターアクト生徒諸君の演技、ご夫人方のダンスなど、 多彩なプログラムが

組まれ、楽しく有意義な記念例会でした。 

翌日は、観光組（１１名）ゴルフ組（３名）に分かれて行動。 

観光は、午前中、淡水河口の町並み散策、午後,慈済という宗教団体（東日本大

震災に多数の救援物資を送った）のケーブルテレビ局の見学。ここでハプニン

グ！ 中川、山本夫人の急造アナウンサー出演依頼。この映像は後日例会で放映

予定、お楽しみに・・・隣接の同宗教団体リサイクルセンター見学（修学旅行？） 

夜、１日遅れの歓迎晩餐会が炉辺会合と合わせて、三重区天台で開催されました。少しでも多くの会員参

加を促すためとのことでした。 

この席で、以前から打診されていた市立三重高校&京都の高校との姉妹校提携の要望、説明があり,当クラ

ブとしては、確約できない、要望案件を持ち帰り、出来うる限り協力することを約してまいりました。 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

 

中国語での千田会長のあいさつ 

松尾国際奉仕委員長 

三重中央ＲＣご夫人によるﾀﾞﾝｽ 

 

アナウンサー出演の 
中川夫人、 山本夫人 

三重中央ＲＣ柯会長と千田会長 

創立26周年記念例会において 

小籠包をいただいて お世話になった王さんと松尾会員とIAC先生 慈愛基金会（宗教団体）において昼食 



 

「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 
 
   

    作詞 安田 勝  作曲 冨井 宏 

 

（１）流れは清き 桂川 

     その名を負いし わがクラブ 

     たえることなき 友情を 

     はぐくみそだて いつの日か   

     世界を一つにむすばんと 

     流れつづける  桂川 

 

（２）奉仕の理想 高らかに 

 世界の平和 希いつつ 

 ともに社会に 奉仕する 

 我等の誇り 示すごと 

 月かげ淡く かがやける 

 我等が集いの ロータリー 

 
帰国日、忠烈詞の衛兵交代儀式、圓山大飯店見学、有名小籠包店での昼食後、

空港へ。三重中央の皆様、手厚いおもてなし有難うございました。 

特にPP李様、アスファルト幹事様に心より感謝 

ゴルフの皆さん、成績を聞くのを忘れましたが、晴天の中で楽しんでいただけ

たものと思います。ご苦労様で

した。 

終わりに、ご参加いただいた皆

様、ご協力に心より感謝申し上

げ訪台報告と致します。 

歓迎晩餐会 
ゴルフ組 中川会員・林会員・児嶋会員 

海軍による衛兵交代儀式 

淡水において 

 

「友よ！」 

 
作詞 平松正典  作曲 藤山一男 

 
（１）友よ我等のロータリー 

奉仕の理想をかざしつつ 

真実・公平・友情を 

ともに歌わん 高らかに 

友よ我等はロータリアン 

 

（２）友よ我等のロータリー 

世界の平和をめざしつつ 

果てなく広がる友愛を 

ともに願わん とこしえに 

友よ我等はロータリアン 

万殿幹事 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １１月２７日（木） 

クラブ・デー 

第５回クラブ討論会 

「ロータリー財団について」 

  国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区財団補助金委員長 

  京都南RC会員         原    悟様 

◆地区内行事 
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『１１月１３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３０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２％ 

ご来客１名  

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、岸上 隆幸 

松尾 義平、田中  守 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、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  70,000円 
目標額 400,000円 達成 18％ 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計    0円   今年度累計  67,970円 
目標額 40,000円 達成 170％ 

 

森  正廣 

・映画「ふしぎな岬の物語」 

 ほのぼのと泣かされました。 

 

第２２回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会 開会式 
 

１１月２日（日）小畑川

グランドにおいて西京少

年野球大会桂川ロータ

リークラブ会長杯の開会

式が開催されました。千

田、万殿、山本が出席。 

【ニコニコ箱】小計 52,000円 今年度累計  549,600円 
目標額 1,300,000円 達成 42％ 

RI第2650地区 

ガバナー補佐 

 

 

京都西ＲＣ 

森田 惠三様 

・平素はロータリー活動にご精励いただ

 き感謝申し上げます。 

 本日の例会、アッセンブリーに出席さ

 せていただきました。よろしくお願い

 申し上げます。心ばかりのニコニコご

 笑納下さい。 

 

千田  適 

・台湾に行かれた方々お疲れさまでし 

 た。 

藤井文治郎 ・森田惠三様 本日はお世話になります。 

鎌野 孝和 ・ガバナー補佐 森田様をお迎えして。 

安田  勝 ・訪台の皆様 お疲れさまでした。 

内山 正元 ・台北訪台の皆様 お疲れさまでした。 

髙橋 英明 ・台湾ではお世話になりました。 

BOXへ 児嶋 雄二、末永  寛、一口 茂樹 

岸上 隆幸 

出射 靖生 ・森田様のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・森田先生本日はお世話になります。 

松尾 義平 ・訪台の皆様 ご協力に感謝。 

 

万殿 慎二 

・訪台の皆様  

 たいへんお世話になりました。 

 

森  正廣 

・広島県三原市大和町「白竜湖マラソン 

 ２０キロ」天候に恵まれ気持ち良く 

吉田  修 ・本日の後半、早退お詫び。 

瀬田 保二 ・立冬の時 各位御自愛下さい。 

稲掛 英男 ・早退欠席おわび。 

山本 拓生 ・台湾では家内がお世話になりました。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 15,000円 今年度累計 207,000円 
目標額 550,800円 達成 38％ 

上原 従正 ・森田ガバナー補佐をお迎えして 

 

万殿 慎二 

・松尾さん 台湾での楽しい時間を 

 ありがとうございました。 

 

 

森  正廣 

・台湾三重中央ＲＣ２６周年 

 千田会長スピーチは中国語で会場は盛

 り上がりました。 

 

 

吉田  修 

・先週の日・月と家内同伴で大学の同期 

 会に行ってきました。楽しいひととき

 でした。 

 

出射 靖生 

・寒くなってきました。 

 モミジも色づきました。 

【米山奨学会箱】小計 13,000円 今年度累計 211,000円 
目標額 600,000円 達成 35％ 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、末永  寛 

田中  守 

千田  適 ・森田様をお迎えして。 

 

松尾 義平 

・今回の訪台にも、王さんに大変お世話

 になりました。 

 

藤井文治郎 

・自祝 この度、糸屋ホテルがMichelin

 一ツ星いただきました。 

 

万殿 慎二 

・森田ガバナー補佐 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 



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 

「人生は美しい音楽のように」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 ﾋﾟｱﾆｽﾄ、作曲家、ﾗｼﾞｵ番組ＤＪ アリコ（山下 有子）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２７日 

（木） 

太田 和夫会員 

【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】 

「見えない・見えにくい人たちの楽しみ方～USJを訪ねて」 

京都朱雀RC会員 鷹本会員 

「財団資金はロータリアンの手で活用しよう」 

～クラブ管理クラブ・フォーラム～ 

「縁の下の力持ち経営」 

追悼例会 故 片山昭会員 

休日休会 

 休日休会 

「新入会員スピーチ」 

「京美と日本美」 

「2015年1月22日マカオＲＣ訪問のお誘い」-JTBからの説明会－ 

 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会  

学芸部長 杉本 歌子様 

社会福祉法人 京都ライトハウス 

生活訓練部・鳥居寮 京極 裕子様 

RI第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ財団 財団資金推進委員長 

京都東山RC会員 本田 修造様 

休日休会 

「私の天職 ブライダル司会」 

「息づく京の住まいとくらし」－京格子の内

-会員スピーチ-「私の腰痛・手術、そして反省と自責」 

「“おごる平家は久しからず”に思う」 

「出版文化んい未来はあるか～京都からの挑戦」 
㈱ミネルヴァ書房 代表取締役社長 

杉田 啓三様 

第２０００回例会－シンプルランチ 

休日休会 

新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「ﾛｰﾀﾘｱﾝの肝臓は大丈夫？」坂部一夫様 

「軍師官兵衛（如水）と太宰府天満宮」 

梅山  猛会員  日下 悌宏会員 

JTB西日本京都支店  

岡部 麻衣子様 

太宰府天満宮 穪宜 味酒 安則 

 

小夜姫様 

 

 

㈱トーセ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 齋藤  茂様 

【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２１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２４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月２５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月２６日 

（水） 

「ﾛｰﾀﾘｰと職業奉仕」 

「小児医療をめぐるﾄﾋﾟｯｸ」 松田義和様 

「スーパーサーズデー」 

「英語の落語」 

～24日へ例会日時・場所臨時変更～ 

◆ 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 

京都南ＲＣ会長ｴﾚｸﾄ、2011-12年度第2650地区地区幹事長 片岡 宏二様 

 

会員 若林 俊一様 

京都美術工芸大学 学長 河野 元昭様 

アナウンスクラブ 司会者 松本 紘実様 


