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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 

201４.１２.２０ No.1199 Vol.25-21 

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                                    18：00       

   ロータリーソング「我等の生業」 

  今日の歌「きよしこの夜」 

   友愛の握手 

    ご来客のご紹介 

     会長挨拶 

     幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告   

  閉会点鐘    

＜クリスマス家族会＞  

開会挨拶   千田会長 

乾   杯   稲掛会長エレクト 

食事歓談 ～クリスマスコンサート～ 

閉会挨拶   中川副会長 

「冬の夜」｢手に手つないで」 吉田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

１．本日は、クリスマス家族例会です。 

２．次年度理事メンバーが決定いたしましたの

で、お知らせいたします。 

  ｸﾗﾌﾞ管理・運営 森  正廣 

  親 睦   出射 靖生 

  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  鎌野 孝和 

  職業奉仕  髙橋 英明 

  社会奉仕  上山 泰弘 

  青少年奉仕  内田 勝彦 

  国際奉仕  児嶋 雄二 

  広 報   太田 勝彦 

  ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山 万殿 慎二 

  戦略計画（会長兼任） 稲掛 英男 

年末年始の事務局休局のお知らせ 

１２月２７日（土）～１月５日（月） 

＊休局中の緊急の場合は、幹事までご連絡下さい。 

第１１９９回例会 ２０１４年１２月２０（土） Vol.２５-２１ 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

１２月２２日（月）京都中ＲＣ 

１２月２４日（水）京都北東ＲＣ 

１２月２５日（木）京都洛東ＲＣ 

１２月２９日（月）京都西ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 

クリスマス家族例会 

～クリスマスコンサート～ 
 

・乾杯の歌(ヴェルディ) 

・お父様にお願い(プッチーニ) 

 

・愛の挨拶(エルガー) 

・アルルの女(ビゼー) 

・ノクターン(ショパン)�＊ 

・アメージンググレース 

・ホワイトクリスマス 

・聖しこの夜 

・戦場のクリスマス�＊ 

・Let it be(ビートルズ) 

・Hey Jude(ビートルズ) 

・蛍(サザン) 

・いとしのエリー(サザン)�＊ 

・Yesterday once more(カーペンターズ) 

＊はピアノ演奏 

ピアノ 

荒木 真歩（あらき まほ）様 
 

奈良女子大学付属中等教

育学校卒業。 

現在、京都市立芸術大学

音楽学専攻に在学中。 

奈良県高等学校独奏独唱

コンクールピアノ部門銀賞。 

第10回アールンピアノコンクール関西エリア

大会②第一位、併せて全国大会E級優秀賞。 

これまでにピアノを伊皆裕見子、上野敬子、

樋上由紀子の各氏に師事。 

 

フルート 

大村 優希恵（おおむら ゆきえ）様 
 

兵庫県立西宮高等学校音楽科卒業。 

第63 65回全日本学生音楽コン

クールフルート部門高校生の部

大阪大会入選。 

第16回びわ湖国際フルートコン

クールアドヴァンス部門入選。 

第19回西宮商工会議所主催 

「くすの木コンサート」に出

演。 

これまでに、新保江美、長谷場純一、大嶋 

義実の各氏に師事。 

現在、京都市立芸術大学音楽学部管・打楽 

専攻在籍。 

「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 
   



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

     

  創立２５周年記念事業 
 

１．京都府青少年道場対抗剣道大会主催 

２．イオンモール京都桂川敷地内に記念植樹 

３．西京少年野球新人戦主催 

４．桂少年剣道クラブへ胴の寄贈  

５．西京少年少女消防クラブの活動支援（制服の寄贈） 

６．障がいのある子どもたちのレクレーション主催 

７．京都府立洛西高等学校インターアクトクラブの活動支援 

８．西京警察署桂交番所へ広報用ディスプレーの寄贈予定 

 
 

   
創立２５周年記念植樹 

 

 １２月１４日（日）朝７時より、イオンモール京都桂川の 

敷地内で記念植樹を行いました。万殿会員、德田会員、末永の

立会いのもと、松尾園芸の３人の職人さんにより、１０時３０

分頃までかかりましたが無事に終了致しました。 

 樹種は「やまもも」で、高さ約５ｍあり、写真のようにもっ

こりとした立派な存在感のある木です。 

場所は、「イオンモール京都桂川」の正面玄関前で、ＪＲ桂川

駅のロータリーに入る右側です。 

 公式な植樹の日付を１２月２５日にしております。 

 次週例会（２５日）終了後、現地において記念写真を撮りますので、多数の会員のご参加

をお願いします。 

創立２５周年副実行委員長 末永  寛 
 



 

   

  

我等の生業 

我等の生業  さまざまなれど 

集いて図る  心は一つ 

求むるところは  平和親睦 

力むるところは  向上奉仕 

おゝロータリアン  我等の集い 

 

 

  きよしこの夜 

きよしこの夜   星はひかり 

すくいの御子は  

まぶねの中に 

ねむりたもう  いとやすく 

 

  冬の夜 

燈火
ともしび

ちかく 衣縫
き ぬ ぬ

う母は 

春の遊びの  楽しさ語る 

居並ぶ子供は  指を折りつつ 

日数数えて  喜び勇む 

囲炉裏火
い ろ り び

は とろとろ 

外は吹雪 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月１１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２０（４名）７１．４％ 

１１月２７日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．５％ 

ご来客２名  

 １２・１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２０日(土） クリスマス家族例会 

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 ８日（木） １月度理事役員会 

 １月１５日（木） 次年度第１回理事役員会 

 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 

 １月２５-２６日 台湾三重中央RCとの城崎温泉1泊旅行 

【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 達成率 172％ 

次回例会 １２月２５日（木） 
 

クラブ・デー 

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」 

【ニコニコ箱】小計 29,000円 今年度累計  708,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 54％ 

千田  適 ・今日は妻の誕生日です。自祝 

吉田  修 ・若林卯兵衛様をお迎えして 

 

松尾 義平 

・若林様 

 本日はお世話になります。 

 

森  正廣 

・今年の忘年旅行は滋賀県、西草津温泉

 リゾートでした。 

岸上 隆幸 ・若林様のお話し楽しみです。  

瀬田 保二 ・若林様を歓迎して。 

田中  守 ・若林様のスピーチが楽しみです。 

 

万殿 慎二 

・若林さんのスピーチ楽しみにしていま

 す。 

BOXへ 末永  寛、上山 泰弘、稲掛 英男 

BOXへ 吉田  修、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  92,000円 

目標額 400,000円 達成率 23％ 

安田  勝 ・クラブの発展の為に。 

 

第２回炉辺会合第５班報告 
 

開催日時 １１月３０日（日） 

場  所 日本料理 高松 

出 席 者 徳田 鎌野 吉田 内田 王 髙橋の各会員 

 

 夕方から降り始めた雨の中、皆様にお集まり頂きま

した。また吉田先生は急患があったにもかかわらず 

ご参加いただきました。 

おいしいお酒と料理を楽しみながら話題は多岐にわた

りました。 

 また、今回のテーマである25周年についてはいろい

ろと具体的な話

となり、やはり

会員の皆さんは

25周年に向けて

一生懸命な姿勢

であることを再

確認しました。 
  

 

皆様どうもありがとうございました。 

報告：髙橋英明 

【米山奨学会箱】小計 14,000円 今年度累計 297,000円 
目標額 600,000円 達成率 50％ 

 

谷口 泰義 

・若林さん久し振りにお目にかかります 

 よろしくお願いいたします。 

BOXへ 松尾 義平、田中  守、吉田  修 

上山 泰弘、千田  適 

・１４日朝７時よりイオンモール桂川に

 て植樹します。 

 

末永  寛 

安田  勝 ・若林様のスピーチ楽しみです。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 15,000円 今年度累計 295,000円 
目標額 550,800円 達成率 54％ 

千田  適 ・若林さんのお話楽しみにしています。 

藤井文治郎 ・若林さんのお話楽しみです。 

 

吉田  修 

・１４日(日）は、衆議院選挙投票日です 

 みなさん、投票に参りましょう。 

BOXへ 田中  守、岸上 隆幸、万殿 慎二 

上山 泰弘 

松尾 義平 ・年末は多忙です。 

 

 創立２５周年記念事業 
 

 西京少年消防ｸﾗﾌﾞへの支援 
 

 先週１２月１１日（木）

の例会において、西京少年

消防クラブに対する支援と

して、少年消防クラブ育成

指導用品（９８，７１２円）を贈呈いたしました。 



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 

「休会」 
【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２５日 

（木） 

竹仲会計事務所 所長 税理士 竹仲  勲様 

【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】 

<年末家族例会の為、例会変更＞ 

Vocal：池田 杏里様  Piano：名倉  学様 

「年忘れ家族会」 

～新会員スピーチ～「自己紹介と不動産鑑定の評価のススメ」 

「年忘れ家族例会」 

移動例会 １９日→２１日 

新入会員スピーチ「未定」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 「冬の家族親睦会」開催のため、例会変更 

～ JAZZ Live～ 

メンバースピーチ 「温故知新」 河内 誠一会員 

＜休会＞ 

ゴスペルシンガー 堀内 圭三様 

会員 山崎 功詔様 

 

＊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。 

＊ビジター受付はありません。 

「クリスマス例会」 

「スポーツと京都に共通する残さなければならないもの」 

「休会」 

「信託を活用した相続・贈与・事業承継対策」 

－祝日休会－ 

－新会員スピーチ－ 河内 秀則様 藤井 浩之様 

「クリスマスの日に、命への感謝を歌う。」 

年忘れ家族例会の為、２０日(土）に変更 

－祝日休会－ 

－休会－ 

＊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。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

吉村 將人会員 

＊ビジター受付はありません。 

【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１９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２２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月２３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月２４日 

（水） 

－祝日休会－ 

 

「年忘れ家族会」 

家族クリスマス例会の為、例会時間変更 

－祝日休会－ 

◆ 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 

 

＊ビジター受付はありません。 

 

「思いつくままに」 小竹  治会員 

大阪成蹊大学ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部  

教授 上田 滋夢様 


