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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 

201４.１１.２7 No.1196 Vol.25-18 

「スイス中部」 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

 今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

  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 

 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 

閉会点鐘    13：30 

１．次週の例会は年次総会です。 

 例会終了後、１２月度定例理事役員会を行いま

 す。関係各位のご出席をお願い致します。 

２．１１月２３日（日）京都武道センターにおい

 て創立２５周年記念京都府青少年道場対抗剣道

 大会が開催されました。 

３．１１月２５日（火）第２回市内２４ＲＣ連絡

 協議会 合同幹事会が当クラブホストにより行わ

 れました。 

４．岡山旭川ＲＣより、第１８回川クラブ友好の

 集いの日程決定のご案内がまいりました。 

 ２０１５年５月１０日（日）雨天決行 

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、内山、万殿、末永、髙橋、 

  上原、山本、松尾、一口、田中、森の各会員 

 議 事 

１．前回理事・役員会議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．クリスマス家族例会について 12/20（土） 

４．西京少年野球桂川ＲＣ会長杯協力金について   

５．年次総会について12/4（木） 

６．第４回クラブ協議会について12/25（木）  

７．会員増強について 

８．２５周年について 

・イオンモール内での植樹について 

・１/２３（金）ウェルカムパーティーについて 

９．その他 

・台湾三重市立高校と京都の高校との姉妹提携協 

 のお願い 

・３/１（日）東日本大震災講演会は中止。 

第１１９６回例会 ２０１４年１１月２７（木） Vol.２５-１８ 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１２月１０日（水）京都西北ＲＣ 

１２月１１日（木）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 

１２月１２日（金）京都伏見ＲＣ 

１２月１６日（火）京都東山ＲＣ、京都洛中ＲＣ 

１２月１７日（水）京都北東ＲＣ 

１２月１８日（木）京都南ＲＣ、京都西山ＲＣ 

１２月１９日（金）京都乙訓ＲＣ 

１２月２２日（月）京都中ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

１２月１８日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 

     京都さくらＲＣ 

１２月１９日（金）京都東ＲＣ、京都洛西ＲＣ 

     京都紫竹ＲＣ 

１２月２２日（月）京都紫野ＲＣ 

１２月２４日（水）京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 

 

原  悟（はら さとる）様 
 

ご略歴 

1996年6月20日 京都南ＲＣ入会 

2011-12  年度 地区財団担当幹事 

2013-14 

2014-15 地区財団補助金委員長 

 「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 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 森田 惠三様 

 副幹事長 橋本 和典様 

   

 

 クリスマス家族例会のご案内 

 
 日 時： ２０１４年１２月２０日（土） 

  １７：３０受付 １８：００より 

 

 場 所： 京都センチュリーホテル 
 

      ＊12/18（木）の例会はありません。 

年度



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １２月４日（木） 

 

-年次総会- 

 １１・１２月の行事予定  

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月２０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２６（３名）９６．３％ 

ご来客４名  

BOXへ 太田 勝彦、万殿 慎二、吉田  修 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 4,000円  今年度累計  74,000円 

目標額 400,000円 達成 19％ 

 

田中  守 

・森田ガバナー補佐 

 本日はお世話になります。 

◆地区内行事 

１２月 ８日（月） インターアクト提唱ＲＣインターアクト委員長

 会議 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 14：00～16：00 

 １月１７日（土） 第2回奉仕プロジェクト部門新世代担当者会

 議 京都平安ﾎﾃﾙ 13：00～16：00 

◆クラブ内行事  

１１月３０日（日） 第２２回京都桂川ＲＣ会長杯 

 野球大会決勝戦 小畑川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 8：30～ 

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） 

１２月２５日（木） 第４回クラブ協議会 上半期締め括り 

 創立２５周年記念例会について 

 １月 １日（木） 休会 

 １月２４日（土） 創立２５周年記念例会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計 1,000円   今年度累計  68,970円 
目標額 40,000円 達成 172％ 

BOXへ 鎌野 孝和 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、千田  適 

岸上 隆幸、万殿 慎二 

安田  勝、森  正廣 

・北河原ガバナーをお迎えして。 

林  良訓 ・ごぶさたしています。 

吉田  修 ・いよいよ衆議院解散ですね。 

【米山奨学会箱】小計 14,000円 今年度累計 225,000円 
目標額 600,000円 達成 38％ 

・ガバナー御一行をお迎えして。 出射 靖生 

 

吉田  修 

・Ｇ公式訪問  

 創立１年目を思い出しますね。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 10,000円 今年度累計 217,000円 
目標額 550,800円 達成 39％ 

 

千田  適 

・ガバナー 

 本日はよろしくお願いします。 

藤井文治郎 ・北河原公敬様をお迎へして。 

内山 正元 ・どこへ行っても、紅葉がきれいです！ 

BOXへ 田中  守、万殿 慎二 

【ニコニコ箱】小計 55,000円 今年度累計  604,600円 
目標額 1,300,000円 達成 47％ 

国際ロータリー第2650地区 

 ガバナー   北河原公敬様 

 ガバナー補佐  森田 惠三様 

 副幹事長  橋本 和典様 

千田  適 ・ガバナーをお迎えして。 

 

万殿 慎二 

・北河原ガバナー 

 本日はよろしくお願いしたします。 

德田 正彦 ・本日、北河原ガバナーをお迎えして。 

上原 従正、吉田  修、末永  寛 

児嶋 雄二、鎌野 孝和、田中  守 

王   杲、髙橋 英明、稲掛 英男 

林  良訓 

・北河原公敬ガバナーをお迎えして。 

 

岸上 隆幸 

・北河原ガバナーをお迎えし、お話しを 

 お聞きするのが楽しみです。 

瀬田 保二 ・北河原ガバナーを歓迎して。 

一口 茂樹 ・北河原ガバナーよろしくお願いします。 

 

森  正廣 

・富山県入善町扇状地マラソン、水の 

 おいしい大会です。 

 

 

出射 靖生 

・１１月５日医療法人回生会創立６０周

 年をむかえることができました。 

 自祝 

谷口 泰義 ・秋も深くなって来ましたね。 

太田 勝彦 ・欠席がちでスイマセン。 

会員誕生日お祝い 

  １日 髙橋英明会員 １６日  松尾義平会員 

 ２２日 千田 適会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １１日 田中   守会員夫人 喜美子様 

 ２２日 内山正元会員夫人 容子様 

 ２８日 中川俊夫会員夫人 美智子様 

結婚記念日お祝い 

  １日 出射靖生会員  ３日  山本拓生会員 

  ６日 鎌野孝和会員 １６日  森 正廣会員 

 １８日 岸上隆幸会員 
 

創業記念日お祝い 

  ５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院 
 

１１月おめでとうございます 

 



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 

「ガバナー公式訪問所感」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 RI第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

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～ 

１２月４日 

（木） 

京都繍伝統工芸士 長艸 敏明様 

【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】 

「私の職業」 

 

-イニシェーションスピーチ－「修行時代」 

「京舞について」 

「定款細則の改正点」 

「ＲＬＩについて」 

「六大無礙常瑜伽の国ブータン」 

㈲まどか 代表取締役社長 金田 祐一様 

うさぎのｱﾄﾘｴ ぴょんぴょんぴょん 京・先斗町 代表 神戸 啓様 「『花街 先斗町』のまちづくり」 

「未定」 

「ピアノ演奏」 

「RLIについて」 

日本女子プロゴルフ協会 足立 香澄プロ 

会員 坂口 博翁様 

 

京都産業大学神山交響楽団 寺田 美帆様 長谷川智子様 丸山奈々絵様 

米山学友 景  伝明様 

会員 西村 元秀様 

「学歴格差の経済学（学んだことが、金儲けに役立つか？）」 

－クラブ・デー「年次総会」 

「ミニ・ライブ」 

「伝統と技術を継ぐ」 

「酒の語源と京の意味、伏見稲荷大社の“稲荷の原義と語源、とその他の3項目の原義と語源」 

－新会員スピーチ－「環境問題と住宅」 新田 幸生様 

「賞金女王森田理香子誕生秘話」 

－第５回クラブフォーラム（クラブ奉仕部門Ⅱ）－ 

「食事とお茶のいい関係」 

－新入会員スピーチ－「自己紹介」 

RLIデスカッションリーダー 桜澤 仁志様 

RLI委員会デッカッションリーダー 京都洛南RC会員 桜澤 仁志様 

武田  誠様 

脇  巖会員 

第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員  

京都嵯峨野ＲＣ会員 名井 得郎様 

 

公益財団法人日本舞踊協会会員 八坂女紅場学園舞踊家教員 井上安寿子様 

長期ビジョン検討特別委員長 会員 嵯峨 法夫様 

【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２８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 

１２月１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月３日 

（水） 

「はなしの話」 

京都大学大学院農学研究科 准教授 林  由佳子さん 

「未定」 

－クラブ・フォーラム－「ロータリー財団について」 

クラブ・デー 年次総会 

◆ 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 

フリーアナウンサー 京都RC会員 飛鳥井雅和様 

 

著述業 

鵜飼 恭宏様 

ピアニスト 桐朋学園大学音楽学部名誉教授 北村 陽子様 

 


