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 ２０１５年７月２６日（日）  第１２２８回例会  Vol.２６－４ 

 

開会点鐘                                    18：30        

  国家斉唱「君が代」 「三民主義」 

 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」 

  ご来賓・ご来客紹介 

    会長挨拶 会長 稲掛 英男 

    ご来賓挨拶  京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 懸野直樹様 

    台湾三重中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 林 進 來様 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

閉会点鐘      18：55 

 

祝賀会開会  19：00 

 ～記念コンサート～ 司会 出射 靖生 

 会長挨拶 会長 稲掛 英男 

 会長記念品交換 

 乾杯  会長ｴﾚｸﾄ 中川 俊夫 

 食事歓談 

 閉会挨拶  副会長 林  良訓 

 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 吉田  修 

祝賀会閉会 

例会プログラム 

 

祝 詞 

 
 

台湾三重中央ロータリークラブ  

会長   林 進來  

 

京都桂川ロータリークラブが、創立２６周年を迎えられ

ましたこと、まことにおめでとうございます。 

台湾三重中央ロータリークラブを代表して、心からお祝

いを申し上げます。 

振り返ってみますと、貴クラブと三重中央クラブは過去

２６年間にわたって交流を続けています。歴代の会長様

をはじめ、会員およびご家族の皆様の努力のおかげで、

両クラブは歳月を重ねるとともに友情の基礎を築き、より

よい未来に向かって進んでまいりました。 

また、相互の訪問を通して、両クラブは強い絆で結ば

れ、親睦と友情を深め、末永い友好と信頼という大きな成

果を挙げることができました。 

以前、両クラブはMatching Grants計画を通じ、W.C.Sを共

に取り組み、国際ロータリー事業と日台友好に寄与した

実績があります。これからも、このような共同事業によっ

て、両クラブは相互理解および協力をより一層促進させ、

ロータリーの理念が大きく実ることを、心より期待しており

ます。 

 今年11月7日に弊クラブは創立２７周年の記念例会を

行う予定です。 

貴クラブの会員およびご家族の皆様に多数ご出席いた

だけますよう、よろしくお願い申し上げます   

 最後に、貴クラブの今後益々のご発展と、稲掛会長をは

じめ会員の皆様とご家族の方々のご健勝を、心からお祈

り申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。 

                         

２０１５．７．２６ 

     

   

 

 
創立２６周年記念ご挨拶 

 
 

京都桂川ロータリークラブ  

会長   稲掛 英男 

 本日、京都桂川ロータリークラブは創立２６周年を迎え

ることができました。会長として感謝し、ご列席の皆様と

共に心からお祝いしたいと存じます。 

 ご多忙の中、京都西南ロータリークラブ会長 懸野直樹

様、副幹事 野田英彦様、台湾三重中央ロータリークラブ

ガバナー補佐 歐輝煌（O-Smile）様、会長 林進來（Jim）

様、会長エレクト 蕭良政（David）様、姉妹クラブ親睦委員

長 OO Sawa）様、京都府立洛西高等学校

校長 平井恭子 様、そして京都桂川ロータリークラブ会

員及びご家族の皆様にご出席いただき、厚くお礼申し上

げます。 
 さて、国際ロータリー会長のＫ.Ｒ.“ラビ”ラビンド
ラン氏は今年のテーマを『世界へのプレゼントにな
ろう』とされ、国際ロータリー第２６５０地区ガバ
ナーの中澤忠嗣氏は、同じく、テーマを『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。 

 

 
 今年はそれぞれのクラブの会長テーマは中澤
地区ガバナーのテーマのままでもいいし、それ
ぞれでテーマをもたれてもどちらでもかまいま
せんということですので、私は中澤地区ガバ
ナーのテーマで会を進めていこうと思っており
ます。 
 京都桂川ロータリークラブは少人数の割に地
区ロータリークラブと比べてインターアクト等
があり、沢山の行事をとり行っております。 
今年度のクラブの諸活動に対しても会長、幹事
が先頭に立って頑張るつもりですが、クラブ 
会員皆様からの力強いご支援ご協力をお願いし
まして、私の挨拶とさせていただきます。 

 



 記念コンサート 

オーボエとハープの宴 

＜プログラム＞ 

★ルイエ  オーボエソナタ 

★ROKUDAN （ハープのソロ） 

★見上げてごらん夜の星を 

★花は咲く 

演奏者 

オーボエ 小谷 麻理子（おだに まりこ）様 

ハープ 内田 奈織（うちだなおり）様 

 

＊詳細は別紙をご覧ください。 

◆ご来賓のご紹介 

京都西南ロータリークラブ 

 会長 懸野 直樹様 

 副幹事 野田 英彦様 
 

台湾三重中央ロータリークラブ 

 会 長    林 進 來（Jim）様 

 会長エレクト  蕭 良 政（David）様 

 ガバナー補佐  歐 輝 煌（O-Smile）様 

 姉妹ｸﾗﾌﾞ親睦委員長 大澤 OO Sawa）様 
 

京都府立洛西高等学校 

 校長  平井 恭子様 
  

◆ご来客のご紹介 

   出射会員夫人  喜代子様 

 鎌野会員夫人 幸子様 

 中川会員夫人 美智子様 

 千田会員夫人 満紀子様 

 末永会員夫人 千津子様 

 田中会員夫人 喜美子様 

 内田会員夫人 由美子様 

 内山会員夫人 容子様 

 上原会員夫人 栄子様 

  王会員夫人 程 静様 

 吉田会員夫人 末子様 

 

  米山奨学生 トンガラグ ノムルンさん 

◇例会日時臨時変更および休会のお知らせ 

７月３０日（木） 京都モーニングＲＣ 

８月１０日（月） 京都西ＲＣ 

８月１２日（水） 京都ＲＣ 

８月１９日（水） 京都西北ＲＣ 

８月２１日（金） 京都洛西ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

７月３０日（木） 京都さくらＲＣ 

７月２９日（水） 京都嵯峨野ＲＣ 

８月 ７日（金） 京都紫竹ＲＣ 

８月１０日（月） 京都紫野ＲＣ 

８月１１日（火） 京都洛南ＲＣ 

８月１２日（水） 京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 

     京都北東ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 

８月１３日（木） 京都南ＲＣ、京都北ＲＣ、 

      京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ、 
      京都モーニングＲＣ、京都さくらＲＣ 

      京都西山ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません 

 

１．次週、７月３０日（木）の例会は休会です。 

２．８月１日（土）、地区ロータリー財団セミ

ナーが立命館大学朱雀キャンパスにおいて開

催されます。鎌野奉仕プロジェクト委員長と

万殿Ｒ財団米山委員長が出席されます。 

３．８月２日（日）からカンボジアにおいてイン

ターアクト夏季研修が行われます。洛西高等

学校インターアクトクラブより徳永裕太さ

ん、戎 陽生さん、片山涼音さんが参加され

ます。 

  

クラブ・デー「第１回クラブ討論会」 

 クラブ管理・運営委員長 森   正廣会員    

 親睦委員長 出射 靖生会員 

 プログラム委員長  山本 拓生会員 

 ソング委員長 吉田   修会員 

 出席委員長 末永   寛会員 

 友好クラブ委員長 上原 従正会員 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 ３名には８月２０日（木）の例会において参

加報告を行っていただきます。 

４．８月６日（木）例会終了後、８月度定例理事

役員会を開催いたします。 

５．７月２９（水）～８月２５日（火）まで事務

局耐震補修工事に伴い、地下１階「羽衣の

間」に一時移転いたします。 

米山功労者表彰 

米山功労者表彰と 

７月会員誕生日お祝
ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ 

ﾌｪﾛｰ表彰 

 末永会員    稲掛会長 德田会員・稲掛会長 
     中川会員 

万殿会員・稲掛会長 末永会員・稲掛会長 



 

京都桂川ロータリークラブ・クラブソング 

 

流れは清き 桂川 

その名を負いし わがクラブ 

たえることなき 友情を 

はぐくみそだて いつの日か   

世界を一つにむすばんと 

流れつづける 桂川 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

吉田  修 

・ノムルンさん 

 今月はまだお見えになりませんね。 

BOXへ 田中  守 

【米山奨学会箱】 小計 8,000円 今年度累計 35,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 5％ 

 

稲掛 英男 

・来週２６日の記念例会よろしくお願い 

 します。 

万殿 慎二 ・ほろにが会 たいへん楽しみました。 

安田  勝 ・台風で明日の山鉾巡行心配です。 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭのご案内 

『これでいいのかロータリー』 

～Quality or Quantity～ 
 

日 時： ８月２２日（土） 

 呈茶席 １１：００～１３：００ 

 受 付 １２：３０ 開会 １３：３０ 

 懇親会 １７：３０～ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ： 京都八幡ＲＣ 

＊多数の出席をお願いします。 

  

 ポリオ撲滅活動協賛 

第70回京都市内24RC懇親チャリティーゴルフ大会 
 

 

開催日時 １０月１０日（土） 

 午前８：００～最終ｽﾀｰﾄ９：３０頃 

開催会場  琵琶湖カントリー倶楽部 

 参 加  費 １０，０００円 

  お世話ｸﾗﾌﾞ 京都西北RC       9/10（木）〆切 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 1,000円  今年度累計  10,000円 
目標額 400,000円 達成率 3％ 

吉田  修 ・カンボジア、もうすぐですね。 

BOXへ 田中  守 

森  正廣 ・よいよい山は、若い人達で熱気ムンムン 

BOXへ 太田 勝彦、児嶋 雄二 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円  今年度累計 87,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 7％ 

 

稲掛 英男 

・今夜から明日にかけての台風で祇園祭

 はどうなるのでしょうネ。 

 

吉田  修 

・２６日、２６周年記念例会です。 

 よろしくお願いします。 

上原 従正 ・児嶋さん お世話になりました。 

森  正廣 ・敦賀で「へしこ」の生で一杯、又格別 

 

出射 靖生 

・今回の台風の進路は少し気になります

 ね。 

末永  寛 ・祇園祭、台風が心配ですね。 

千田  適 ・暑い日が続きます。お体大切に！ 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

 

岸上 隆幸 

・祇園祭が始まり、イベントと暑さで 

 大変です。 

王   杲 ・台風は京都に来ないように。 

 

万殿 慎二 

・髙橋さん、一口さん、山本さん 

 先日はありがとうございました。 

 

万殿 慎二 

・千田さん、先日はありがとうございま 

 した。 

 

稲掛 英男 

・今日のクラブデー 

 よろしくお願いいたします。 

 

谷口 泰義 

・ほろにが会 お土産、 

 美味しいぬれおかき。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 9,000円 今年度累計 38,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率 6％ 

 

吉田  修 

・８/２２インターシティーミーティング

 の講師が代わりましたね。 

BOXへ 田中  守、出射 靖生、岸上 隆幸 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計     0円  今年度累計  2,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 40,000円 達成率 5％ 

◇出席率報告◇  

出席率報告『７月１６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２４名（７名）８５．７１％ 

ご来客  ０名 

７月２日例会のMake-up後の出席率 １００％ 

次回例会 ８月６日（木） 
  

「中国とのつき合い方」 

同志社大学大学院 嘱託講師 

元衆議院議員 

北神 圭朗様  

◆地区内行事 

 ８月 １日（土） 地区ロータリー財団セミナー 

 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：00～17：00 

 ８月２日～７日 インターアクト夏季研修 カンボジア 

 ８月 ７日（金） 第１回市内２４RC連絡協議会 

 会長・幹事会 

 ８月８日（土） クラブ広報委員長会議 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 13：30～15：30 

 ８月 ８日（土） 米山奨学委員長会議 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 14：00～16：00 

 ８月２２日（土） 第３組 IM 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 13：30～ 

 会長会議 11：30～ 

 新会員ｾﾐﾅｰ 11：30～ 

◆クラブ内行事 

 ７月３０日（木） 休会 

 ８月 ６日（木） ８月度定例理事役員会 

 ８月１３日（木） 休会 



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 

プログラム委員長 

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) 

向日市長 安田  守様 

土井 正樹様  山内 克己様  萩原 暢子様  松本 恒司様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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～ 

＜合同ガバナー公式訪問の為、例会変更＞ 

 

 

京都府警察本部 刑事部 組織犯罪対策 

第三課 指導係 係長 警部補 辻 健様 

7月２４日(金) 

7月２７日(月) 

18：30～ 

7月２８日(火) 

7月２９日(水) 

7月３０日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

山仲 修矢様  田平 義昭様  林   甫様 

「囃子方の祇園祭“鋒の上から”」 

「琳派400年について」 

「会長・幹事就任挨拶」 

新入会員ｽﾋﾟｰﾁ 会員 林 一樹様 

「向日市のこれからのまちづくりについて」 

「未定」 

㈱公長齋小菅 常務取締役  

ｸﾘｴｨﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 小菅 達之様 

「所信表明」 

クラブ・デー 

会員 松井   大様 

－新入会員ｽﾋﾟｰﾁ－ 

「琳派を楽しむ－十人十色・百人百色－」 

「薬物（危険ﾄﾞﾗｯｸﾞ）乱用の実態と危険性について」 

 「故 西村延良会員追悼例会」 

「本年度活動方針」 

「ダンス＆バルーン パフォーマンス」 

京都府警察本部長 山下 史雄様 

 

税理士法人 みのり会計  

中根 将晴様 

内田 昌一会員  西村七兵衛会員 

ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾃｨｽﾄ 芦田 ルイーザ様 

＊ビジター受付はありません。 

松栄堂 主人 畑 正高様 

理事・役員 

細見美術館 館長 京都RC会員 細見 良行様 

「京・今」 

－新入会員スピーチ－「自己紹介」 

「御社の現金預金＆情報管理は大丈夫でしょうか？」 

「再編集による伝統工芸の活性化」 

「スーパーサーズデー」 

－休会－ 

「琳派-麗しき日本の美-」 

「休会」 

クラブデー 

「理事就任挨拶」 

書道家 清水 菁華様 

 

「京都銀行『かがやきﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ』にみる女性活躍総合支援」 豊部 克之様 

「私と私の仕事」  櫻井 啓孝様 

京都府参与 琳派400年記念祭委員会 

ｾﾞﾈﾗﾙ・ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 山本 壯太様  

第１回ｸﾗﾌﾞ協議会「年間計画について」各委員長より説明 

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 

京都市立芸術大学名誉教授 榊原 吉郎様 

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 

＊ビジター受付はありません。 


