
2015-2016 WEEKLY BULLETIN 

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』 

2015～2016ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ 

ガバナー 中澤 忠嗣氏 

 2015～2016RIﾃｰﾏ 

RI会長 K.R. ラビンドラン氏 

   THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

京都桂川ロータリークラブ 
DISTRICT 2650 CHARTERD AUGUST 21.1989 

The Rotary Club of KYOTO-KATSURAGAWA 

例 会 木曜日  12：30～13：30   京都センチュリーホテル 
 

事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

 京都センチュリーホテル内 

 TEL(075)344-5000  FAX(075)344-1340 

ホームページ http://katsuragawarc.com/ 

メールアドレス katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

創 立 1989年(平成元年)７月２７日 

クラブカラー ライトブルー 
 

【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ＩＡＣ】  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 

Vol.２６－２３ 

２０１５年１２月２４日 



 ２０１５年１２月２４日（木）  第１２４７回例会  Vol.２３ 

１．先週のクリスマス家族例会には多数の会員、 

 ご家族のご参加ありがとうございました。 

２．次週の例会は休会です。 

３．１月７日（木）例会終了後、１月度理事役員

 会を開催いたします。尚、次年度理事役員会は 

 ２月より今年度理事役員会と合同開催いたしま

 す。 

４．１月１１日（祝）１８：３０から桃園亭に 

 おいて次年度役員会が開催されます。 

５．岸上隆幸会員が一身上の都合により１２月末

 で退会されます。 

 

ロータリー研究会で米山奨学事業をＰＲ！ 

 

12月1～4日、東京・台場で第44回ロータリー研究会

が開催され、4人のよねやま親善大使が登壇して 

それぞれの「ロータリーモーメント（心に残る 

ロータリー 体験）」を発表しました。3日には、

楊小平さんが「大きな家族」、スチッタ・グナセカ

ラさんが「ロータリアンの皆さん、 もっと喜んで

ください」と題したスピーチを、4日には、金福漢

さんが「障害のある仲間とともに生きる」、于咏 

さんが「You Raise Me Up,Rotary!!」を発表。  

それぞれのスピーチに会場から大きな拍手と称賛が

おくられ、フィリピンのギーラー Ｅ.タマンガンＲ

Ｉ理事から「ぜひ英訳原稿が欲しい」との要望をい

ただくほどでした。 

 

また、3日午前の配偶者茶話会では、日本のロータ

リアンが推進する米山奨学事業をテーマとし、  

よねやま親善大使2人のスピーチのほか、第2580 

地区現役米山奨学生3人が日本に来て驚いたこと 

などのエピソードを発表し、各テーブルで配偶者の

方々との交流も深めました。 

 

最後に、東京芸術大学で学ぶ2人の奨学生による  

篠笛、竹笛、三味線を使った圧巻の演奏が披露  

され、大変な盛り上がりをみせま

した。  

 

 

 

例会プログラム 

 

開会点鐘                                      12：30        

  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」 

 今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

  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 

  寄付金報告 

スピーチ                                       13:00 

 クラブ・デー 

 第４回クラブ協議会（上半期の締め括り） 

閉会点鐘       13:30 

 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

１２月２８日（月）京都西ＲＣ 

１２月３０日（水）京都ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

１２月２５日（金）京都東ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 

    京都乙訓ＲＣ 

１２月２８日（月）京都紫野ＲＣ、京都中ＲＣ 

    京都平安ＲＣ 

１２月２９日（火）京都東山ＲＣ、京都西南ＲＣ 

    京都洛中ＲＣ、京都洛南ＲＣ 

１２月３０日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
     京都朱雀ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 

１２月３１日（木）京都南ＲＣ、京都北ＲＣ 

    京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ 

    京都西山ＲＣ、京都さくらＲＣ 

 １月 ４日（月）京都中ＲＣ 

 １月 ６日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

  

 

 会員誕生日お祝い １２月おめでとうございます 

  ６日 一口茂樹会員 １５日 山本拓生会員 

 １５日 吉田 修会員  
 

 夫人誕生日お祝い 

  ４日 出射靖生会員夫人 喜代子様 

 １１日 千田 適会員夫人 満紀子様 

 ２８日 吉田 修会員夫人 末子様 

 ３０日 王  杲会員夫人 程 静様 
 

 結婚記念日お祝い 

  ２日 瀬田保二会員  ６日 林 良訓会員 

  ６日 中川俊夫会員  
 

 創業記念日お祝い 

  １日 山本拓生会員 山本拓生司法書士事務所 

  ８日 岸上隆幸会員 ㈱ジェイ・エス・ビー 

 １２日 鎌野孝和会員 かまの外科医院 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◆地区内行事 

 １月１６日（土） 第２回奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門青少年担当者 

 会議 京都平安ﾎﾃﾙ 12：30受付 

 13：00～16：00 

 １月１６日（土） 京都さくらＲＣ創立10周年記念養護施設 

 京都芸大ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 堀川音楽高校 

 １月３１日（日）地区職業奉仕「講演会」 ｼﾙｸﾎｰﾙ 

  12：00受付 13：00～16：30 
◆クラブ内行事 

１２月３１日（木） 休会 

 １月 ７日（木）１月度理事役員会 

 １月１１日（祝）次年度役員会 桃園亭 18：30～ 

次回例会 １月７日（木） 

  

「歳男放談」 

       吉田  修会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『１２月１９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２５名（７名）８９．２９％ 

ご来客１３名 

１２月３日例会のMake-up後の出席率 ８８．８９％ 

◇年末年始事務局休局のお知らせ◇ 

１２月２６日（土）~１月４日（月） 

＊休局中の緊急の場合は、幹事までご連絡下さい。 

第２回炉辺会合４班の報告 
 

１２月１３日（日）四条通り外大前を東に行った南側の京料理 

「せんしょう」において開催いたしました。 

出席者：鎌野、内山、内田、万殿の各会員と藤井の５名で 

した。 

近藤会員は来られる予定がはずれ、色んなお話が聞けるか

と思っていたので残念でした。 

テーマ「青少年交換留学生の受け入れについて」 

丁度、鎌野様がおられ、受け入れ会員は３名ほどの予定が

あるという話でしたが、男女未定で少し気にかかるということ

でした。 

多枝にわたって話がはずみ、美味しい、しっかりとした味付

けのお料理をいただきながら充実した炉辺会合となりまし

た。 

    （報告：藤井文治郎） 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率46％ 

稲掛 英男、藤井文治郎 ・メリークリスマス。 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 307,000円 

谷口 泰義 ・クリスマス望年会であります様に。 

 

万殿 慎二 

・藤井さん、炉辺会合ありがとうござい 

 ます。 

千田   適 ・１年の感謝をこめて。 

BOXへ 田中    守 

上原 従正 ・皆様 今年もお世話になりました。 

松尾 義平、田中  守、万殿 慎二 

德田 正彦、太田 勝彦、山本 拓生 

鎌野 孝和、一口 茂樹 

・メリークリスマス 

千田   適 ・今年一年お世話になりました。 

 

 

森  正廣 

・本日は、御池合唱団の本年最終例会 

 でした。あとは、２５日の発表会のみ 

 です。 

【ニコニコ箱】 小計 34,000円  今年度累計 621,000円 
目標額 1,300,000円 達成率48％ 

稲掛 英男 ・久保さりー様の演奏楽しみに。 

安田  勝 ・メリークリスマス よいお年を。 

瀬田 保二 ・皆様 メリークリスマス。 

児嶋 雄二 ・クリスマス例会を楽しみましょう。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

髙橋 英明 ・Merry Ⅹ′mas 

【 】  小計 5,000円 今年度累計 116,000円 
目標額 400,000円 達成率 29％ 

BOXへ 稲掛 英男、千田   適 

王   杲 ・メリークリスマス。 

【 】小計 7,000円 今年度累計 322,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 45％ 

稲掛 英男 ・ノムルンさん、いらっしゃい。 

万殿 慎二 ・ノムルンさん、ようこそ。 

藤井文治郎 ・２年ぶりカゼをひいたみたい。 

 

王    杲 

・山本さん 先日は大変お世話になり 

 ました。 

BOXへ 田中   守 

 【 】   小計 2,000円 今年度累計  48,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 80％ 

BOXへ 稲掛 英男、万殿 慎二 



●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) 

＊ビジター受付はありません。 

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～ 

-休会- 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

１２月２５日(金) 

１２月２８日(月) 

18：30～ 

１２月２９日（火) 

１２月３０日(水) 

１２月３１日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

＊ビジター受付はありません。 

「年忘れ家族会」 

-休会- 

「未定」 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

＊ビジター受付はありません。 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-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。 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません。 

元京都洛西RAC会員 水戸 大志様 

＊ビジター受付はありません。 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

-休会- 

＊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。 

 

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 

 

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。 

＊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。 

-休会- 

-休会- ＊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。 


