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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 

201４.１２.１１ No.1198 Vol.25-20 

撮影：松尾義平会員 

「ドイツ国境の町トリアー市」 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「たき火」 

  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 

 「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 

閉会点鐘    13：30 

１．１２月４日（木）に行われました年次総会に

 おいて、信任投票により、次の方が次年度役員

 として満場一致で承認されました。 

 会長 稲掛英男  会長ｴﾚｸﾄ 中川俊夫 

 副会長 林 良訓  直前会長 千田 適 

 幹事 吉田 修 会計 田中 守 

  SAA 一口茂樹 

出席者：林、出射、一口、稲掛、鎌野、岸上、

  児嶋、万殿、森、中川、千田、瀬田、末永、

  髙橋、田中、谷口、德田、内山、上原、 

  上山、王、山本、吉田 

２．本日例会終了後、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．次週１８日（木）の例会は日時を変更し、

 ２０日（土）にクリスマス家族例会を開催しま

 す。 

第１１９８回例会 ２０１４年１２月１１（木） Vol.２５-２０ 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

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。 

 

若林 卯兵衛（わかばやし うへえ）様 
 

ご略歴 

昭和１７年 ５月３日 京都生まれ（７２才） 
昭和４０年 ３月 同志社大学 卒業 
昭和４０年 ４月 株式会社 若林佛具製作所 入社 
昭和５４年 ５月   同社 代表取締役社長 
昭和１８年 １月   同社 代表取締役会長 
   若林卯兵衛 襲名 
平成２５年  １１月   取締役相談役（現在) 
平成 ８年   ５月 京都府仏具協同組合 理事長 
     同 退任（8期16年在任） 
   全国伝統的工芸品仏壇仏具組合連合会 
                        会長 

   伝統的工芸品産業振興協会副会長 
現在                歴任 
京都経済同友会 監査役 
京都商工会議所 常議員会、工芸産業振興特別委員会委員長 

京都美術工芸大学 客員教授  
京都事業承継学会 理事、   老舗の会 世話人 
京都洛北RC 創立会員（４０年皆勤） 
 他公職多数 
平成２４年１１月 旭日双光章受章 

第２回炉辺会合第２班報告  
 

開催日時  １１月２7日（木）  

場  所  祇おん八咫  

出 席 者  谷口、瀬田、末永、高橋、太田、万殿  
 

 石畳が美しい新橋通りの「祇おん八咫」で、炉辺会

合を開催いたしました。 

全員参加で創立25周年を楽しもうで始まった会合で

は、ウェルカムパーティでの楽しい案が多数提案され

るなどたいへん盛

り上がりました。 

 ご参加の皆さん

のおかげでたいへ

ん楽しい時間をあ

りがとうございま

した。  

報告：万殿慎二 

 

－年次総会－  次年度役員の紹介 

創立２５周年について 
   

稲掛会長 中川会長ｴﾚｸﾄ 林副会長 

吉田幹事 田中会計 一口SAA 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２３（３名）８５．１％ 

１１月２０日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．３％ 

ご来客１名  

 １１・１２月の行事予定  

◆地区内行事 

 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 11,000円 今年度累計 280,000円 
目標額 550,800円 達成 51％ 

 

万殿 慎二 

・児嶋さん  

 先日はありがとうございました。 

 

 

 

山本 拓生 

・ロータリー杯 

 息子のチームが優勝させていただき

 ました！タオル余っていたらあげて

 ほしいな・・・。 

 

吉田  修 

・髙橋さん、先日の炉辺会議ではお世話 

 になりありがとうございました。 

BOXへ 田中  守、岸上 隆幸、末永  寛 

上原 従正 

【米山奨学会箱】小計 10,000円 今年度累計 283,000円 
目標額 600,000円 達成 47％ 

出射 靖生 ・日本海側は大荒れですね。 

BOXへ 田中  守、德田 正彦、鎌野 孝和 

稲掛 英男 

・稲掛さん なんで、帽子をかぶってい 

 るのですか？ 

 

吉田  修 

次回例会 １２月２０日（土） 
 

-クリスマス家族例会－ 

１７：３０受付 １８：００～ 

 

 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。 

 

 会 費： 会員 １０，０００円 ご家族 ８，０００円 

 

今日の歌 「たき火」 
 

垣根の垣根の 曲がり角 

たき火だ たき火だ 落葉たき 

あたろうか あたろうよ 

北風ピープー ふいている 

【ニコニコ箱】小計 32,770円 今年度累計  679,370円 
目標額 1,300,000円 達成 52％ 

 

千田  適 

・今年も残りわずかになりました。 

 お体大切に。 

 

稲掛 英男 

・鎌野先生、先日はお世話になりありが

 とうございました。 

 

出射 靖生 

・中川さん炉辺会議 

 御世話になりました。 

 

内山 正元 

・１２月に入りましたね。 

 皆様、ケガのないようにしましょう^_^ 

森  正廣 ・舞鶴カニ食べてきました。  

一口 茂樹 ・急に寒くなりましたね。 

 

吉田  修 

・いよいよ師走、気を引き締めて参りま

 しょう。 

 

谷口 泰義 

・万殿会員 炉辺会合 

 美味しく、お世話さんでした。 

王   杲 ・髙橋さん炉辺会お世話になりました。 

 

田中  守 

・中川さん 

 炉辺会合お世話になりました。 

BOXへ 鎌野 孝和、岸上 隆幸、児嶋 雄二 

林  良訓 

 

德田 正彦 

・髙橋会員 先日の炉辺会議では 

 お世話様でした。 

 

万殿 慎二 

・炉辺会議 第２班 ご参加の皆様 

 ありがとうございます。 

婦 人 部 ・昼食会のおつりです。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、千田  適 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計 4,000円  今年度累計  87,000円 

目標額 400,000円 達成 22％ 

 

田中  守 

・末永さん 剣道大変大成功 

 お疲れさまでした。 



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 

「年末家族例会」の為、時間変更です。 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 ＊ビジター受付はありません。 

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１８日 

（木） 

㈱なおかつ 代表取締役 同志社高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ部 ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 中村 直人様 

【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】 

「年次総会」 

＊ビジター受付はありません。 

「京都岡崎文化交流ゾーンにおける京都市の文化施設の再整備

について～ロームシアター京都等の再整備～」 

～年末家族会～ 

「和食：日本人の伝統的食文化について」 

創立45周年記念式典 準備・打合せについて 

「心に残る役者たち」 

RI第2650地区2014-15年度RLIﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 京都東山RC会員 岩崎 忠昭様 「RLIとは」 

－冬期会員家族例会の為、20日へ例会日時変更－ 

夜間例会及び年末会員家族懇親会 

～年忘れ家族親睦会～ 

＊ビジター受付はありません。 

映画監督 中島 貞夫様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

京都市文化市民局文化芸術 

担当局長 奥  美里さん 

「RLIについて」 

「保津川下りの歴史的変遷とこれからについて」 

「年忘れ親睦家族例会」 

「やってみなはれ」 

「～新入会員スピーチ～」 

｢琳派４００年」 細見美術館 館長 会員 細見 良行様 

～年忘れ家族会～ 

「来年の干支について」 

忘年家族例会の為、例会日時変更 

～年忘れ家族会の為、例会時間変更～ 

創立45周年記念事業実行委員長 藤井俊一会員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

RLI委員会ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ 京都洛南RC会員 桜澤 仁志様 

 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

たん熊 北店 三代目当主 栗栖 正博様 

【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１２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１５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月１６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月１７日 

（水） 

第４回クラブアッセンブリー 上半期締め括り下半期計画 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

「スーパーサーズデー」 

第４回協議会「上半期進捗状況の検討と後半のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討」 

年忘れ家族例会 

◆ 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 

 

山口 琢也会員 

会員 道端 弘之様 高橋 泰一朗様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

保津川遊船企業組合専務理事 豊田 知八様 


