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 ２０１５年７月２日（木）  第１２２５回例会  Vol.２６－１ 

１．本日例会終了後、７月度定例理事役員会を

 開催いたします。 

２．当クラブのＨＰが内田会員により新年度版

 に更新されました。皆さま一度ご覧ください。 

 http://katsuragawarc.com/ 

３．７月１日（水）「社会を明るくする運動」

 啓発活動が阪急桂駅において行われました。 

 参加の皆さまお疲れさまでした。 

開会点鐘                                      12：30        

  国歌「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 

  寄付報告 

スピーチ                                       13:00 

   「就任の挨拶」 

    会長・副会長・会長エレクト・幹事

閉会点鐘       13:30 

例会プログラム  

会長就任のご挨拶 
 

2015-16年度会長 稲掛 英男 

 
２０１５－２０１６年度、京都
桂川ロータリークラブの会長就
任にあたり一言ご挨拶を申し上
げます。 
 わがクラブは平成元年に発足

し、本年皆様方のご厚情とご指導のもと、２６年目を
迎えることができました。 

  この新しい年度に非力ではございますが、吉田幹事
のサポートのもとに、クラブ及び会員の皆様のご協力
を得ながら、努力を惜しむことなく会長としての職務
を果たしたいと思っています。 

  ２０１５－２０１６年度、ＲＩ会長のＫ.Ｒ.“ラ
ビ”ラビンドラン氏はロータリーのテーマを『世界へ
のプレゼントになろう』とされています。 

  また、中澤忠嗣 第２６５０地区ガバナーは、地区
のスローガンを『クラブに「個性」と「憧れ」を！』
とされました。 

  即ち、 ① クラブの主体性を第一に 
  ②クラブの「個性」を明確に 
  ③「憧れ」のロータリークラブを 
             目指しましょう 
とされています。 
  そして、「個々のロータリーでの会長テーマはお決
めになってもならなくてもどちらでも結構です」とさ
れていますので、今年度のテーマは中澤地区ガバナー
のテーマで進めたいと思っております。 

  即ち、桂川ロータリーの主体性を第一にして、桂川
ロータリーの新入会員として入って来られるような
ロータリークラブにしたいと思っております。 

  どうかこの一年間、皆様の力強いご支援・ご協力を
いただきますよう、さらにクラブ運営及び活動にご参
加いただきますよう、よろしくお願い致します。 

 

◆前年度出席委員会 

ホームクラブ１００％出席者 

 森 正廣会員、万殿慎二会員    

Make-up後１００％出席者 

 稲掛英男会員、千田 適会員 

 

第６回クラブ協議会 

次年度第１回クラブ協議会 

千田会長  万殿幹事 吉田次年度幹事 稲掛次年度会長 

おめでとうございます 

   

 年度がわり会員懇親会 
 

 開催日時 6月２0日（土）   

五条大橋のたもとにある料理 

旅館「鶴清」で、年度がわり会員 

懇親会を開催いたしました。 

千田会長のご挨拶始まった会は、桂川ロータリークラ

ブならではの、フレンドリーでたいへん楽しい会となり

ました。 

会員の皆様がロータリアンとしての誇りを持って活動で

きた1年間ではなかったでしょうか。 

次年度は稲掛会長年度です。皆様、ますますロータ

リー活動を楽しみましょう。 
 

 

 

 

 

 

 
 

出席者：林、出射、稲掛、鎌野、児嶋、万殿、松尾、中川、 

 千田、末永、髙橋、田中、谷口、德田、山本、吉田、 

 米山奨学生ﾉﾑﾙﾝさん、松本先生、事務局 

報告：万殿慎二 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 ７月９日（木） 
  

「就任の挨拶」 

会計、SAA、各理事 

【ニコニコ箱】小計 112,000円 今年度累計 1,623,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 124％ 

京都八幡ＲＣ 

次年度副会長 森井 雅春様 

会長ノミニー 小川 忠様様 

・ＩＭよろしくお願いします。 

  

 

千田  適 

・１年 お世話になりました。 

 楽しい１年間でした？ 

 

 

万殿 慎二 

・千田会長、会員の皆様 １年間たいへん 

 お世話になりありがとうございまし

 た。本当に充実した１年でした。 

稲掛 英男 ・クラブ協議会よろしく。 

 

内田 勝彦 

・千田会長、万殿幹事 

 一年間お疲れ様でした。 

鎌野 孝和 ・千田会長、万殿幹事ご苦労様でした。 

上原 従正 ・千田会長 万殿幹事ご苦労でした。 

万殿 慎二 ・賛西会幹事会に出席してきました。 

千田  適 ・稲掛さん、次年度頑張って下さい。 

 

田中  守 

・この一年ロータリー財団箱にご協力頂

 きありがとうございました。 

出射 靖生 ・むし暑いですね。 

 

末永  寛 

・千田会長、万殿幹事 

 １年間ご苦労様でした。 

 

吉田  修 

・森井様 小川様 ようこそおいでく

 ださいました。 

BOXへ 稲掛 英男、内田 勝彦 

【米山奨学会箱】小計 21,000円 今年度累計 628,000円 
地区目標額 720,000円  目標額 600,000円 達成率 104％ 

千田  適 ・１年間お世話になりました。 

 

万殿 慎二 

・年度がわり会員懇親会たいへん楽しみ

 ました。 

BOXへ 内田 勝彦、稲掛 英男、岸上 隆幸 

 

吉田  修 

・来週は、新年度の初例会日。 

 よろしくお願いします。 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計  7,000円 今年度累計 224,000円 
目標額 400,000円 達成率 56％ 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円  今年度累計  71,970円 
目標額 40,000円 達成率 177％ 

 

 

内田 勝彦 

・インターアクトクラブ 今年のカンボ

 ジア夏季研修は、洛西高校から３名の

 参加となりました。 

 

田中  守 

・千田会長 万殿幹事 

 お世話になりました。 

 

 

髙橋 英明 

・千田会長、万殿幹事 理事役員の皆様 

 お世話になりありがとうございまし

 た。 

森  正廣 ・千田会長 万殿幹事ごくろうさんでした。 

 

児嶋 雄二 

・千田会長 幹事の万殿さん 

 大変おつかれ様でした。 

 

谷口 泰義 

・千田会長 万殿幹事はじめ役員の皆様 

 ごくろうさんでした。 

 

内山 正元 

・千田会長 万殿幹事一年間ご苦労さま 

 でした。 

 

一口 茂樹 

・千田会長 万殿幹事お世話になりまし

 た。 

松尾 義平 ・千田会長 万殿幹事 お疲れ様。 

 

出射 靖生 

・会長始め、理事役員の皆様１年間 

 ご苦労様でした。 

中川 俊夫 ・祝 ベスト８ なでしこジャパン。 

 

瀬田 保二 

・今年度はプログラム委員として多くの

 御協力を賜りありがとうございました。 

 

吉田  修 

・いよいよ今年度最終例会日ですね。 

 みなさまごくろうさまでした。 

 

岸上 隆幸 

・細谷くんのRYLA報告が聞けなかったの

 が残念です。 

林  良訓 ・早退おわび。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計23,000円 今年度累計 621,000円 

 地区目標額 637,200円  目標額 550,800円 達成率 112％ 

◆地区内行事 

７月１２日（日） 2015-16年度青少年グループ合同会議 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 12：30受付 13：00～ 

７月２５日（土）米山奨学生集会及び懇親会 

 からすま京都ﾎﾃﾙ 13：30受付 14：00～ 

  ７月２６日（日）ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 

 第2650地区RLIﾊﾟｰﾄⅠ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00 

  ７月２６日（日） 職業奉仕担当者研修会 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 

 12：30受付 13：00～16：00 

 ◆クラブ内行事  

  ７月２５日（土）三重中央ＲＣウェルカムパーティー 

  ７月２６日（日）創立26周年記念例会 

◇出席率報告◇  

出席率報告『６月２５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（７名） 出席者 ２５名（５名）８９．２９％ 

ご来客  ２名 

６月１１日例会のMake-up後の出席率 ８４．６２％ 

 

田中  守 

・この一年米山記念奨学箱にご協力頂き 

 ありがとうございました。 

 

 

吉田  修 

・先日 映画「愛を積むひと」を観まし

 た。久しぶりに“いいものを観た”とい

 う感想です。 

万殿 慎二 ・網走刑務所に行ってきました。 

 

安田  勝 

・会長  幹事  理事役員の皆様 

 一年間お世話になりました。 



ｸﾗﾌﾞ法理理事 中嶋 克美様、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・社会奉仕理事  

手塚 石雲様、 会員増強理事 松井 信五様 

●京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ● 

2015～2016年度  役員・理事・委員会構成 

会長（ｸﾗﾌ゙研修ﾘー ﾀ゙ 兼ー務） (役員) 

副会長（会員増強委員長兼務） (役員) 

幹事 

会計 

S.A.A. 

クラブ管理･運営委員長 

親睦委員長 

プ ロ グラ ム 委 員

ニコニコ委員長 

ソング委員長 

出席委員長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 

会長 橋本 光夫様、幹事 小川 修司様 

＊ビジター受付はありません。 

クラブ管理運営委員会 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

京都 

京都西北 

京都北東 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

京都さくら 

京都西山 

京都乙訓 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【全日空Ｈ】 

【全日空Ｈ】 

【全日空Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【向日神社】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ﾛｲﾔﾙH&ｽﾊﾟ】 

18：30～ 

「理事・役員就任挨拶」 

＊ビジター受付はありません。 

理事・役員 

野呂 輝夫様 松林 正高様 木村雄太郎様 大前 徹夫様 

7月 ３日(金) 

7月 ６日(月) 

18：30～ 

7月 ７日(火) 

7月 ８日(水) 

7月 ９日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

会長 佐藤 邦友様 幹事 平田  隆様 

「新年度にあたって」 

～会長・幹事就任挨拶～ 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」  

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

会長・幹事・SAA 

第１８００回記念例会の為、例会時間臨時変更 

初例会「就任挨拶」 

2014-15年度RYLA受講生 ㈱パックス・サワダ 井尻 佑平様 

「就任挨拶」 

「ガバナー公式訪問所感」 

クラブ・デー「就任挨拶」 

 「就任挨拶」 

＜休会＞ 

クラブデー 

会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督 

会長 岩橋 忠昭様、副会長 戸田 義高様、幹事 岡武 和暁様 

理事・役員 

各担当理事 

 

 

会長・副会長・幹事・会計・SAA 

会長 小山 正博様 幹事 末広 秀圭様 

R.I.第2560地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

「挨拶 自己紹介・今年度抱負」 

「RYLAに参加して」 

「就任挨拶」 

「新年度を迎えてⅠ」

「就任挨拶」 

第２回クラブ協議会「同好会説明＆親睦の一年の予定説明」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「就任挨拶」 各委員長 

「役員理事就任挨拶」 

「会長・幹事 就任挨拶」 

新役員 会長 岩本美記代様 幹事 辻 直美様 

 

会長、副会長、幹事、会計、クラブ研修リーダー 

2015-16年度 R.I.第2560地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

会長、副会長、会計、SAA、幹事 

鎌野 孝和 

髙橋 英明 

上山 泰弘 

児嶋 雄二 

奉仕プロジェクト委員長 

職業奉仕委員長 

社会奉仕委員長 

内田 勝彦 青少年奉仕委員長 

国際奉仕委員長 

太田 勝彦 広報委員長 

万殿 慎二 ﾛー ﾀﾘー 財団･米山委員長 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

末永   寛 副幹事 

髙橋 英明 副S.A.A. 

内山 正元 

上原 従正 

副幹事 

副会計 

副S.A.A.（記録） 王     杲 

稲掛 英男 戦略計画委員長 

加口雅之15-16年度会長・浅野雄祐15-16年度幹事 

友好クラブ委員長 

太田 勝彦 インターアクト委員長 

稲掛 英男 

林   良訓 

 

吉田   修 

田中   守 

一口 茂樹 

森  正廣 

出射 靖生 

山本 拓生 

内山 正元 

吉田   修 

末永   寛 

上原 従正 

中川 俊夫 

千田   適 

（ｸﾗﾌ゙研修副ﾘー ﾀ゙ 兼ー務） 
(役員) 会長エレクト 

(役員) 直前会長 


