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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 

201５.３.１２ No.1210 Vol.25-32 

撮影：松尾義平会員 

「フランス アルザス地方」 



 

１．３月１５日（日）会長エレクト研修セミナーが

 開催され、稲掛会長エレクトが出席されます。 

第１２１０例会 ２０１５年３月１２日（木） Vol.２５-３２ 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「ふるさと」 

 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 

  「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 

閉会点鐘    13：30 

日 時 2015 年 3 月 5 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、稲掛、内山、万殿、出射、髙橋 

  上原、山本、松尾、田中、森の各会員 

 議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．第５回ｸﾗﾌﾞ討論会（地区大会報告）について4/16 

４．障がいのある人と家族のためのﾚｸﾚﾘｪｰｼｮﾝについて 

4/19 

５．春の家族会について 

６．２５周年記念事業について 

７．会員増強について 

８．その他 

 
日 時 2015 年 3 月 5 日(木) 

  現年度理事役員会終了後 京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  稲掛、千田、吉田、田中、森、出射、鎌野 

  髙橋、万殿の各会員 
   

 議 事 

１．ＣＬＰ委員会構成（案）に関する件 

２．年間行事予定に関する件 

３．週報について 

４．その他 

 
創立25周年記念事業 

 西京警察署桂西口交番所への 

  広報用ディスプレーの寄贈 

読売新聞に載りました！ 

 

 

 

 

 

 

  42年3月 京都市立朱雀第３小学校卒業。 

  45年3月 京都市立松原中学校卒業。 

  48年3月 京都市立堀川高校卒業。 

  49年4月 日本獣医畜産大学 獣医学科 入学。 

  53年3月            卒業。 

  53年4月 京都市に採用。  

 衛生局食肉衛生検査所 勤務。 

  60年4月 文化観光局 動物園 勤務。 

平成17年4月 保健福祉局 衛生公害研究所 勤務。 

  20年4月 文化市民局 動物園 副園長として

 勤務。 

  25年4月 文化市民局 動物園 園長として 

 勤務。現在に至る。 

秋久
あきひさ

 成人
な り と

様 
 

昭和30年1月12日 

 京都市中京区生まれ 

 今日の歌 「ふるさと」 
高野 辰之 作詞 岡野貞一 作曲 

うさぎ追いし  かの山 

こぶな釣りし  かの川 

夢は今も  めぐりて 

忘れがたき  ふるさと 



 「ＪＡＺＺ Piano Ｓｏｌｏ演奏」     

       Jazz Pianist     星山  啓一 様 

 

  行事予定  

◆地区内行事 

  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） 

 ５月２３日（土） 賛西会 18：00～ ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２４名（４名）８５．７１％ 

ご来客  １名 

２月１９日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．７１％ 

次回例会 ３月１９日（木） 
  

-クラブ・デー 

第８回クラブ討論会 

（広報・IT・雑誌・会報） 

BOXへ 万殿 慎二、鎌野 孝和、太田 勝彦 

吉田  修、稲掛 英男、田中  守 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 13,000円 今年度累計 443,000円 
目標額 550,800円 達成率 80％ 

 

千田  適 

・いよいよ３月です。 

 春よこい 早くこいの気持ちです。 

【ニコニコ箱】小計 24,000円 今年度累計 1,174,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 90％ 

藤井文治郎 ・ジャズ久しぶりで楽しみです。 

 

谷口 泰義 

・安田さん、松尾さん長浜 

 盆梅展、大通寺お世話になりました。 

 

森  正廣 

・来年からのマイナンバー制度 

 うるさいですね。 

安田  勝 ・星山さんのピアノ楽しみです。 

德田 正彦 ・熱さ寒さ彼岸まで ２週すると。 

吉田  修 ・星山様をお迎えして。 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守 

出射 靖生 ・星山様をおむかえして。 

万殿 慎二 ・合同例会楽しかったですね。 

稲掛 英男 ・星山さんのJAZZ楽しみに。 

岸上 隆幸 ・星山さんのJAZZ演奏楽しみです。 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【米山奨学会箱】小計 11,000円 今年度累計 421,000円 
目標額 600,000円 達成率 70％ 

千田  適 ・星山さんのピアノ楽しみです。 

BOXへ 吉田  修、田中  守、鎌野 孝和 

岸上 隆幸、德田 正彦 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 5,000円 今年度累計  150,000円 
目標額 400,000円 達成率 38％ 

BOXへ 千田  適、鎌野 孝和、田中  守 

吉田  修 

出射 靖生 ・インターアクトの発展に。 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計      0円  今年度累計  69,970円 
目標額 40,000円 達成率 175％ 

 

内山 正元 

・世界遺産・下鴨神社の境内に８棟のマン

 ション計画。おろかな計画だこと。 

出射 靖生 ・本日は寒いですね。 

上原 従正 ・Piano Jazzを楽しみに。 

第３回炉辺会合３班の報告 
 

 ３月７日土曜日に炉辺会合を開催しました。 

府立体育館東側の「CZAR(ザー)」にて。 

少しアクセスの悪い場所でしたが、マスターが張り切って

クエを振舞い、７時から始まった会も気付けば１０時…。 

長時間になってしまいましたが、時間を忘れるくらい楽し

い時間を過ごすことができました。 

九条ネギのスープが美味しかったですね！ 



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 

「幸福感度を上げて輝いて生きる」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
DoDonet デゥデゥネット代表 河原 有伽様 

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１９日 

（木） 

㈱カスタネット 代表取締役社長  

社長貢献室長 植木 力様 

【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】 

「保険よもやま話」 

㈱京都新聞 論説委員長 山中 英之様 

「京都の交通課題と国道事務所のミッション」 

～京都洛南RCとの合同例会～ 

「未定」 

第７回フォーラム「識字率向上について」 

「高雄の地域おこしについて」 

京都府立大学講師 崔 杉 昌様 「私の日本放浪記」 

「未定」 

メンバースピーチ 

「岡部ピアニスト送別例会」 

ﾌﾘｰﾗｲﾀｰ 元ﾃﾞｲﾘｰｽﾎﾟｰﾂ虎ﾊﾞﾝ記者 楊枝 秀基様  

高尾地域活性化アドバイザー 

㈲アーキテクトタイタン共同主宰 河原 司様 

会員 谷口 浩三様、山田 幸一郎様 

 

会員 山本 隆嗣様 

国土交通省近畿地方整備局   

京都国道事務所 事務所長 濱田  禎様 

「意外と知らない髪の毛の話」 

「日本の素晴しい出会いと思い出」 

「クラブデー」 

「企業における地域防災とＢＣＰ策定について」 

「四柱推命が教えてくれる決断のスイッチを入れる時」 

「iPS細胞研究所の現状と課題」 京都大学iPS細胞研究所 大学 所長 山中 伸弥様 

「阪神タイガースのすべらない話」 

「健康で長寿の秘訣」 

「京都におけるインバウンドの現状」 

「メンタル疾患は、なぜ長期化するのか？」 

田中 伸二会員 

 

みゆきクリニック 院長  塙 美由貴さん 

藤本 佳子会員 

下御霊神社宮司 出雲路敬直様 

ＰＨＰ研究員 客員・松下社会科学振興財団評論員 谷口 全平様 

例会日が13日→10日に変更 ＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 

 

【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１３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１６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月１７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月１８日 

（水） 

クラブ奉仕フォーラム 
（公財）京都文化交流ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ  

国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部 部長 赤星 周平様 

「松下幸之助のｻｰﾋﾞｽ哲学」 

「京の七野」  

-新入会員スピーチ- 

◆ 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 

 

高橋 浩昭会員 山本 章治会員 

運勢診断士 高島 直妙様 

西村七兵衛会員 西村 信行会員 

米山奨学生 ゲェン、ガーティ タンさん 


