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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 

201５.３.５ No.1209 Vol.25-31 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．本日例会終了後、３月度定例理事役員会および

 次年度理事役員会が開催されます。 

２．２月２５日（水）賛西会 会長・幹事情報交換会

 が開催され、千田会長と万殿幹事が出席いたしま

 した。 

３．３月７日（土）京都市域第２グループ会員増強

 地域別会議が新京都センタービルにおいて行わ

 れ、千田会長と中川副会長が出席されます。 

第１２０９例会 ２０１５年３月５日（木） Vol.２５-３１ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  国家「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 

    寄付報告 

  幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ    13：00 

 「ＪＡＺＺ Piano Ｓｏｌｏ演奏」 

 Jazz Pianist  星山  啓一 様 

閉会点鐘    13：30 

◇例会臨時変更のお知らせ 

３月１３日（金）京都伏見ＲＣ 

３月２６日（木）京都西山ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

３月 ６日（金）京都洛西ＲＣ 

 ビジター受付はありません。 

京都西南ロータリークラブとの合同例会 

  

 

◆第８回桂川流域クリーン大作戦の報告 
 

日 時： ２０１５年２月２２日(日)  

 午前９時清掃作業開始 

場 所： 桂大右岸上流水門付近 

参加者： 千田会長、万殿幹事、徳田会員、上原会員 

内 容： 今年度の桂川流域クリーン大作戦は南丹市

 園部川より大阪府嶋本町水無瀬桂川高水敷

 の三川合流点の支流を含めた桂川の広域の

 地域で行われ、我々は雨天の中を例年通り

 桂離宮隣接の河川敷で清掃活動を行った。

 この場所は日頃から少年野球やサッカーの

練習場になって清

掃が励行されてお

り、ごみは極めて

少量であったが楽

しく小一時間のゴ

ミ拾いを行った。 

 

社会奉仕委員長 

 上原従正 

京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

千田   適会長 

京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

鈴木 英正会長 

第１８回川クラブ友好の集い 
 

日 時：２０１５年５月１０日（日） 

登録受付 １０：３０ 

開  会 １１：００ 
 

集合場所：倉敷美観地区「大原美術館」本館入口前 
  倉敷市中央1-1-15 
 

登録料：お一人 １０，０００円 
 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：岡山旭川ＲＣ 
 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： 

10：30 登録受付 

11：00～11：40 美術館学芸員によるﾚｸﾁｬｰ 

11：50～13：20 大原美術館本館、分館、工芸・

 東洋館・児島虎次郎記念館、 

大原家旧別邸「有隣荘」を見学。 

13：30～ 倉敷ｱｲﾋﾞｰｽｸｴｱにて昼食親睦会 
 

＊解散時刻は15：30頃の予定ですが、随時解散とし

 て、見残した美術館の各館や有隣荘をご覧になった

 り、美観地区を散策していただければと思います。 

＊申し込みは３月２６日（木）までに当事務局まで 

 お願い致します。 
 

 

星山 啓一（ほしやま けいいち）様 
 

ご略歴 

1965年7月3日大阪で生まれ神戸で育ち現在は京都

市在住。5才よりPianoを始め中学高校時代は神戸

でロックやフュージョンのバンド活動に熱中す

る。大学時代京都にて、藤井貞泰氏に師事し、

JAZZにめざめる。卒業後数回ニューヨークに渡

り、本場の空気を学ぶ。現在は京阪神を中心にラ

イブハウス、ホテル、レストラン等で活動してい

る。藤ジャズスクール講師をつもめる。 



 

  行事予定  

◆地区内行事 

  ３月 ７日（土） 京都市域第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ会員増強地域別会議 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ３Ｆ 13：00～17：00 

  ３月１５日（日） 会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ（PETS） 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 10：30～18：45 

  ４月１１日（土） 地区大会 

 会長・幹事・地区委員長会議  

 ﾎﾃﾙ日航奈良 13：30～15：30 

 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会  

 ﾎﾃﾙ日航奈良 17：00～19：00 

４月１２日（日）地区大会 

 本会議 11：30受付 13：00～16：30 

 大懇親会  17：00～18：30 

 なら100年会館 

 ◆クラブ内行事  

 ４月１９日（日） 障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

 ５月１０日（日） 第１８回川ｸﾗﾌﾞ友好の集い（岡山旭川ＲＣﾎｽﾄ） 

◇出席率報告◇ -京都西南ＲＣとの合同例会- 

出席率報告『２月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２０名（３名）７４．０％ 

ご来客  ０名 

２月１２日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．４％ 

次回例会 ３月１２日（木） 
  

「いのちの博物館 

    ～京都市動物園の歴史と役割～」 

京都市動物園 園長  秋久 成人様 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 9,000円 今年度累計 430,000円 
目標額 550,800円 達成率 78％ 

 

内山 正元 

・梅が咲きはじめました^_^ 

 合同例会によせて。  

 

 

千田  適 

・西南ロータリークラブの皆様 本日は

 合同例会開催にご尽力いただきありが

 とうございました。 

BOXへ 田中  守、松尾 義平、岸上 隆幸 

 

万殿 慎二 

・新年会および打上げ会たいへん楽しい

 時間をありがとうございました。 

【米山奨学会箱】小計 5,000円  今年度累計 410,000円 
目標額 600,000円 達成率 68％ 

 

千田  適 

・德田さんの先日の桂川清掃の折はあり

 がとうございました。 

BOXへ 万殿 慎二、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 2,000円 今年度累計  145,000円 
目標額 400,000円 達成率 36％ 

BOXへ 田中  守 

 

万殿 慎二 

・桂川クリーン大作戦に参加の皆様 

 ご苦労様でした。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円  今年度累計  69,970円 
目標額 40,000円 達成率 175％ 

 

障がいのある人と家族のための 

レクリェーション２０１４ 
 

 日 時： ４月１９日（日）  

  ８：２０ 西京区役所 ８：３５ 境谷大橋 出発  

場 所： インスタントラーメン発明記念館、大阪城公園 

参加費： ３，０００円 

 

＜ｽｹｼﾞｭｰﾙ＞ 

８：２０  西京区出発 

１０：００～１１：５０ インスタントラーメン発明記念館 

１２：３０～１４：００ ホテル京阪ユニバーサルタワー 

１４：４０～１６：３０ 大阪城公園 

１８：３０頃  西京区到着予定 

 

＊多数のご参加お願い致します。 

  申込締切 ３/２６（木） 
 

【ニコニコ箱】小計 24,000円 今年度累計 1,150,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 88％ 

京都西南ＲＣ 

 幹事 

小川 睦美様 

・本日の合同例会よろしくお願い致し

 ます。 

  

児嶋 雄二 ・西南ＲＣの皆様久しぶりです。 

 

末永  寛 

・西南ＲＣの皆様 

 いつもお世話になります。 

安田  勝 ・合同例会によせて。 

松尾 義平 ・合同例会お世話になります。 

森  正廣 ・祝 合同例会。 

 

德田 正彦 

・久しぶりの親クラブとの例会 

 よろしく。 

BOXへ 林  良訓 

 

谷口 泰義 

・西南様 合同例会よろしくお願いしま

 す。 

 

田中  守 

・西南ロータリークラブの皆様 

 本日はお世話になります。 

一口 茂樹 ・西南ＲＣ様 よろしくお願いします。 

 

内田 勝彦 

・西南ロータリークラブの皆様 

 いつもお世話になっております。 

 

山本 拓生 

・新年会楽しかったですね。 

 林さんお世話になりました。 

 

岸上 隆幸 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

万殿 慎二 

・西南ロータリークラブの皆様 

 本日はよろしくお願いします。 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 



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 

「商店街の活性化について」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
京都三条商店街振興組合 理事長 上田 照雄様 

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～ 

３月１２日 

（木） 

西陣暮らしの美術館 冨田屋 当主 古都の風 和道会 

着物ﾏﾅｰｽｸｰﾙ学院長 京都さくらRC会員 田中峰子様 

【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】 

「インドネシア水開発事業について」 

 

「海外における茶道への関心」 

「『手書きで残そう私のひとこと』を成功させよう」 

京都嵯峨野RCとの合同例会の為、例会日変更 

「新入会員自己紹介」 

「右京区は納豆の古里」 

愛媛大学名誉教授 中川聰七郎様 「私と日本の“現在”を考える」-歴史・文化、そして農業問題— 

クラブ・デー 

「国家の赤字財政の立て直し」 

「丹後の自然を守る取り組み」 

 

NPO法人フロンティア協会会長 德丸 國廣様 

 

京都産業大学神山交響楽団 髙澤 理絵さん、小倉 湧葵さん、 

寺田 美帆さん、谷口 光生さん、藤井 優実さん 

ボナンノ ジャンヌカ様 

一般財団法人今日庵理事  

ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学客員教授 千田 万紀子様 

「植木屋雑話」 

「教えとは」 

「金管５重奏」 

「町家の暮らしと女の精神力（こころ）」 

「～ｿﾛｺﾝｻｰﾄ“日本人に好まれたｶﾝﾄﾘｰ音楽”」 

「私の生業について」 ㈱安田念珠店 代表取締役社長 会員 安田 容造様 

クラブデー 

「東日本大震災復興支援『私のひとこと』事業について」 

「京料理」 

-アクト週間スピーチ-「私とアクト活動」 

児島 信会員 白石多津子会員 中川 公一会員 

特定非営利活動法人「丹後の自然を守る会」理事長 蒲田充弘様 

2014-15年度 京都北ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ  

会長 石田恵莉さん 

小島 裕史会員 

公益財団法人ﾙｲ・ﾊﾟｽﾄｩｰﾙ医学研究ｾﾝﾀｰ基礎研究部 

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ・生体防御研究室 室長 宇野賀津子様 

東山開睛館 校長 初田 幸隆様 

杭迫柏樹「誓いを後世に」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員長 

＊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 

３月６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 

３月９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月１０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月１１日 

（水） 

「京都におけるインバウンドの現状」 

学校法人大和学園 京都調理師専門学校 学園理事・校長 仲田 雅博様 

「志と誇りを育む教育」 

「低線量放射線を超えて：福島・日本再生への提案」  

クラブ管理フォーラム 

◆ 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 

（公財）京都文化交流コンベンションビューロー 

国際観光コンベンション部部長 赤星 周平様 

㈱ヒトミ 代表取締役社長  

京都伏見RC会員 人見 康裕様 

ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ“ﾌｫｰﾜｰｽ”経営 福原 照晃様 

大阪大学名誉教授 立命館大学フェロー 加地 伸行様 

臨済宗天龍寺派法務部長 壽寧院住職 小川 湫生 師 


