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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 

201４.１２.４ No.1197 Vol.25-19 

「ドイツ国境の町トリアー市」 



 

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 

-年次総会- 

 

閉会点鐘    13：30 

１．本日、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．次週例会終了後、創立２５周年実行委員会を

 例会場において開催いたします。  

３．１１月１４日（金）に開催されました第２回

 市内２４ＲＣ連絡協議会会長・幹事会におきま

 して次の２４ＲＣ共同事業が承認されました。 
 

「ロータリーの魅力を広く一般に市民に発信」 

 京都新聞 １２月２３日（祝）朝刊に掲載 

 

 事業概要：ロータリーの理念、活動の根幹、 

  魅力などロータリーの歯車の如く段階的に 

  発信、一般市民に興味をもたせる展開。 
 

 当初は、１２月１４日掲載の予定でしたが、 

 衆議院解散総選挙のため、日程変更。 

 

2014～15年度サンパウロ国際大会について 
 

日 時： ２０１５年６月６～９日 

場 所： ブラジル サンパウロ 

各種締切日： 早期登録の締切  １２月１５日 

  公式ホテル予約の締切   ２月 ２日 

  事前登録の締切日   ３月３１日 

  登録/ﾁｹｯﾄのｷｬﾝｾﾙ締切日  ４月３０日 
 

 尚、大会の詳細資料が届いています。参加希望の

方は事務局までお知らせ下さい。 

第１１９７回例会 ２０１４年１２月４（木） Vol.２５-１９ 

◇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 

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 
   

 

 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。 

第２回炉辺会合第４班報告 
 

開催日時 １１月２６日（水） 

場  所 ちりり京都本店 

出  席  者 千田、田中、出射、岸上、内山、 

 中川の各位会員 

  

日常の話題から始まり国内情勢、国際情勢など話しは

多岐にわたり、大いに盛

り上がりました。 

結論は、会員増強と創立

２５周年に向けて全員で

最後まで頑張ることで一

致しました。 

皆さん長時間御苦労様で

した。 

      報告：中川 



 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

  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 ２０１４年１１月２３日（日） 

  ９時３０分～１６時３０分 

場 所 京都市武道センター 

主 催 京都桂川ロータリークラブ 

主 管 京都府剣道道場連盟 

 

 早朝より秋晴れの日曜日、京都府下４８チーム、選手約３５０名参加の元、京都市武道セン

ターで開催いたしました。 

 

 剣道大会は、通常、団体戦は、小学生の部、中学生の部と子供達だけの５人制ですが、今回

は指導者２名も加わり、４年生以上の小学生３名、中学生２名、指導者２名の７人制での道場

対抗剣道大会でしたので、先生方は、日頃子供達を指導している立場上、見苦しいところや、

負けるところを見せられないので、少しプレッシャーだったと思いますが、その分、試合が盛

り上がり、皆様に大変好評でした。 

 

 ３チームでのリーグ戦後、勝ち上った１６チームでの決勝トーナメントの結果、優勝は京都

弘道館、準優勝は京都清練会、３位は京都山科少年剣友会と京都太秦少年剣道部でした。成績

を見ると順当なチームが結果を残したと思います。 
 

優勝チーム  京都弘道館 

選手宣誓 

桂少年剣道ｸﾗﾌﾞ 小西 椋太郎君 

開会式での選手整列 

大会本部席 京都桂川ＲＣのメンバー 



 

 

 

９時５０分、正面の礼の後、４コート一斉に試合開始 

ガンバレ！！ 

試合終了後のメンバー 

開会の挨拶 

千田会長 
閉会の挨拶 

末永25周年実行副委員長 

入賞チームへのタテとメダル 

体験発表を聞く子供達 
剣道の体験実践発表 

お互いに礼 → 試合へ 試合終了後の表彰式 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１１月２７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２６（２名）８８．８％ 

１１月１３日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２％ 

ご来客１名  

 １１・１２月の行事予定  

◆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  

１２月 ４日（木） 年次総会 １２月度定例理事役員会 

１２月１１日（木） 創立25周年実行委員会 

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２３日（金） 三重中央ＲＣ・真駒内ＲＣｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨ- 

 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      0円   今年度累計  68,970円 
目標額 40,000円 達成 172％ 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 52,000円 今年度累計 269,000円 
目標額 550,800円 達成 49％ 

 

千田  適 

・風邪をひきました。 

 皆様体に気をつけて下さい。 

山本 拓生 ・早退おわび。 

吉田  修 ・先日の剣道大会 欠席お詫び。 

BOXへ 千田  適、太田 勝彦 

【ニコニコ箱】小計 42,000円 今年度累計  646,600円 
目標額 1,300,000円 達成 50％ 

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  

千田  適 ・先日の剣道大会出席ご苦労様でした。 

 

森  正廣 

・２５周年剣道大会 大成功 

 大迫力でした。 

 

末永  寛 

・先日の剣道大会 大変好評でした。 

 ありがとうございました。 

児嶋 雄二 ・原様のスピーチ楽しみに！ 

吉田  修 ・ガバナー公式訪問も終りましたね。 

 

稲掛 英男 

・児嶋さん 炉辺会合ではお世話になり 

 ありがとうございます。  

德田 正彦 ・嬉しい事が有りました。 

 

 

岸上 隆幸 

・２３日の祝日、大仏鉄道跡を散策してき

 ました。今の関西本線の歴史の一部を

 感じてきました。 

中川 俊夫 ・やっぱり 世界に平和を！！ 

一口 茂樹 ・児嶋さん ありがとうございました。 

 

万殿 慎二 

・原財団補助金委員長 

 本日はよろしくお願いします。 

BOXへ 上山 泰弘、太田 勝彦 

 

藤井文治郎 

・先日の家庭集会、児嶋会員にはお世話 

 になり有難うございました。 

安田  勝 ・青少年剣道大会感激しました。 

森  正廣 ・原 悟様をお迎えして。 

 

中川 俊夫 

・第４班  

 昨日の炉辺会合ご苦労様でした。 

万殿 慎二 ・剣道大会参加の皆様 ご苦労様でした。 

谷口 泰義 ・原 地区財団補助金委員長をお迎えして 

BOXへ 上山 泰弘、鎌野 孝和 

【米山奨学会箱】小計 48,000円 今年度累計 273,000円 
目標額 600,000円 達成 46％ 

 

上原 従正 

・２５周年記念事業  

 剣道大会 大盛会でした。 

 

森  正廣 

・剣道大会の記事は、２９日の京都新聞 

 夕刊にのる予定です。 

BOXへ 上山 泰弘、稲掛 英男、鎌野 孝和 

吉田  修、岸上 隆幸 

・先日の剣道大会 

 皆様 試合はいかがでしたか？ 

 

末永  寛 

 

万殿 慎二 

・吉田さん、髙橋さん、山本さん 

 合同幹事会 ありがとございました。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 9,000円  今年度累計  83,000円 

目標額 400,000円 達成 21％ 

安田  勝 ・早退おわび。  

 

森  正廣 

・１１月３０日（日）は、少年野球の 

 決勝戦です。 

安田  勝 ・児嶋さん 炉辺ありがとうございま

 した。  

吉田  修 ・原 悟様をお迎えして。  

 

藤井文治郎 

・原 悟様にはおいそがしい中お世話

 様です。 

１１月会員誕生日 
 

中川会員と 

千田会長 

・本日はお世話になります。 

次回例会 １２月１１日（木） 

「京都人の建前と本音」 

  ㈱若林佛具製作所 取締役相談役 

  京都洛北ＲＣ会員      若林 卯兵衛様 



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 

「住んで良し！訪れて良し！育って良し！」のまちづくり 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 京都市副市長 藤田 裕之様 

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１１日 

（木） 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

【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」 

 

「けいはんな学研都市の２，３の話題」 

「すべてが必然でした」 

「新会員スピーチ」 

「年次総会」 

「予期せぬ事が人生なり」 

京都大学名誉教授/（公財）京都健康管理研究会

理事長 京都RC会員  泉  孝英様 
「超高齢化社会、再生医療/創薬、高齢化対策」 

「嵯峨野奨励金表彰式」 

「Ｐｉａｎｏ Ｄｉａｒｙ コンサート」 

-会員スピーチ-「マン島レース」 

 

役者 芦屋 小雁氏 

京都七条公共職業安定所 所長 杉井真由美様 

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 

 

会員 長尾  真様 

「胃癌専門医から見た近藤誠医師の癌治療論」 

「忘年家族会」例会時間場所変更 

「ミニ・ライブ」 

年末家族例会の為、例会日時臨時変更 

「RLIについて」 

｢宇治川の鵜飼とウミウのヒナの誕生」 公益社団法人 宇治市観光協会 職員  

宇治川の鵜飼 鵜匠 澤木 万理子様 

クラブデー 

「上賀茂神社の「賀茂曲水宴」」 

「コンピューター研究者の思うこと」 

「皇居の中で思ったこと」 

 

会員 越川 哲也様 

イオンディライトセキュリティ㈱ 代表取締役社長 近藤 善弘様 

岡本 和真会員 

大石神社 宮司 進藤 秀保様 

RI第2650地区財団補助金委員会委員長  

京都南RC会員 原  悟様 

NPO法人京都いえのこと研究会（申請中）理事長 木本  努様 

堀  良之様  伊東  忍様 

【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 

１２月５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８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月１０日 

（水） 

「日本一の小学生ラグビーチーム（秘密の風土）」 

京都大学 名誉教授（工学博士） 中村 行宏様 

「ロータリー財団月間について」 

「赤穂事件と忠臣蔵」 

－ｽﾋﾟｰﾁ－「私らしく働く～女性の活かし方」 

◆ 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 

ﾌﾟﾗｽﾈｯﾄ㈱代表取締役社長  

藤田塾塾長 藤田 久和様 

冷泉家二十五代当主（公財）冷泉家時雨亭文庫

理事長 賀茂曲水宴保存会会長 冷泉 為人様 

第2650地区RLI委員長 福井南RC会員 田中 文夫様 

ピアニスト・作曲家 平井真美子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 


