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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 

201５.３.１９ No.1211 Vol.25-33 

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し

 た。 

第１２１１例会 ２０１５年３月１９日（木） Vol.２５-３３ 

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・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 

    寄付報告 

  幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ    13：00 

 クラブ・デー 

 第８回クラブ討論会 

 （広報・IT・雑誌・会報） 

閉会点鐘    13：30 

「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 

 
「ロータリー行動規範」の改訂について 

 「ロータリーの行動規範」は以前「ロータリアンの

職業宣言」と呼ばれていたもので、2010年9月のRI理

事会において「ロータリーの行動規範」として名称お

よび内容が変更されましたが、2014年1月理事会、

2014年10月のRI理事会において再度次の通り改訂さ

れました。 

ロータリアンの行動規範 
 

 ロータリアンとして、私は以下のように行動

する。 
 

１．個人として、また事業において、高潔さと

 高い倫理基準をもって行動する。 

２．取引のすべてにおいて公正に努め、相手と

 その職業に対して尊重の念をもって接す

 る。 

３．自分の職業スキルを生かして、若い人びと

 を導き、特別なニーズを抱える人びとを助

 け、地域社会や世界中の人びとの生活の質

 を高める。 

４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を

 落とすような言動は避ける。 

 

会員誕生日お祝い   

  ４日 森       正廣会員 ２７日 安田 勝会員 
  

結婚記念日お祝い 

   ２日 田中 守会員 ５日 末永  寛会員 

   ３０日 近藤永太郎会員       
 

創業記念日お祝い 

  １日 一口茂樹会員  みきや化粧品 

  １日 上山泰弘会員 上山歯科診療所 

  ３日 安田 勝会員 安田医院 
 

３月おめでとうございます 

  

2015～16年度 地区研修・協議会のご案内 

 
 

日 時：５月２日（土）   

１０：００～ 受付 (京都劇場) 

１０：３０～ 全体会議･午前 (  〃 ) 

１１：１０～ 分科会   (ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 

１２：５０～ 昼食    (   〃    ) 

１３：５０～ 全体会議･午後 (京都劇場) 

１６：３０ 終了 
   

場 所： 全体会議 京都劇場 

  分科会 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 
 

出席義務者：会長、幹事、ｸﾗﾌﾞ管理運営、 

  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾛｰﾀﾘｰ財団、米山奨学、 

     公共ｲﾒｰｼﾞ（広報）、会員増強 

 

＊当日受付および全体会議を「京都劇場」で行 

 い、その後各分科会会場へ移動いただきます。 

＊昼食の用意があります。 

 

◇例会休会および臨時変更のお知らせ 

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２０日（金）京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 



 

  行事予定  

◆地区内行事 

  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 

４月２５日（土）京都洛中ＲＣ創立35周年記念例会 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

５月 ２日（日）2015-16年度 地区研修・協議会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 10：30～ 

 ◆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１２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２４名（３名）８８．８９％ 

ご来客  ２名 

２月２４日例会のﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．１９％ 

次回例会 ３月２６日（木） 
  

「未定」 

 

   児嶋  亨様 

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 

 

【路線情報】 

 
 

 

 

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 4,000円 今年度累計  154,000円 
目標額 400,000円 達成率 39％ 

BOXへ 田中  守、吉田  修 

上原 従正 ・メンバーの卒業を祝して。 

【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％ 

BOXへ 田中  守、上山 泰弘、中川 俊夫 

岸上 隆幸 

【ニコニコ箱】小計 30,000円 今年度累計 1,204,370円 
目標額 1,300,000円 達成率 93％ 

 

千田  適 

・秋久さんから どのようなお話を聞け

 るのでしょうか、楽しみです。 

万殿 慎二 ・秋久様 本日はよろしくお願いします。 

出射 靖生 ・秋久様のスピーチ楽しみに。 

森  正廣 ・秋久様をお迎えして。 

 

鎌野 孝和 

・秋久様 本日のお話大変楽しみにして

 おります。 

吉田  修 ・秋久先生をお迎えして。 

BOXへ 岸上 隆幸、田中  守、上山 泰弘 

稲掛 英男 ・秋久様のスピーチ楽しみに。 

 

内山 正元 

・東日本大震災、避難者未だ22万人以上 

 重い数字です。 

德田 正彦 ・山本会員、炉辺幹事お世話様でした。 

児嶋 雄二 ・先週欠席おわび！ 

山本 拓生 ・早退おわび。 

林  良訓 ・春ですね。 

中川 俊夫 ・先週欠席おわび。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 17,000円 今年度累計 460,000円 
目標額 550,800円 達成率 84％ 

藤井文治郎 ・秋久様のスピーチ楽しみです。 

 

吉田  修 

・４年前の３月１１日、東北に思いを寄

 せて「花は咲く」をうたいたいですね。 

BOXへ 稲掛 英男、上山 泰弘、吉田  修 

田中  守 

【米山奨学会箱】小計 20,000円 今年度累計 441,000円 
目標額 600,000円 達成率 74％ 

 

安田  勝 

・山本さん 楽しい炉辺会合ありがとう

 ございました。 

 

鎌野 孝和 

・山本様 

 炉辺お世話になりました。 

 

谷口 泰義 

・万殿さん、王さん ほろにが会 

 ごくろうさんでした。 

出射 靖生 ・寒い２日間でした。 

① 京都 → 岡山 → 倉敷 10：16到着 
 8：49～9：50  10：05～10：16  片道7,710円 
 JR新幹線のぞみ5号  JR特急やくも7号 

 

② 京都 → 岡山 → 倉敷 10：27到着 
 8：49～9：50  10：10～10：27    片道7,340円 
 JR新幹線のぞみ5号  JR山陽本線・三原行 



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 

「第3回はぐるま例会（会員親睦例会）」～新入会員ｽﾋﾟー ﾁ～
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます 

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２６日 

（木） 

石田 敬輔会員 

【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】 

「京都市政の現状と報告」 

龍谷ミュージアム 館長 入澤  崇様 

－イニシェーションスピーチ－「数珠よもや話」 

～新会員スピーチ～ 

「モチベーション」 

「日本における難民保護の現状と課題」 

「世界がみる日本仏教」 

グローバル補助金奨学生 池田 恵莉さん 「歯科界から世界への奉仕と心遣い」 

「未定」 

「東日本大震災における災害派遣～２２連隊１４４日間の活動～」 

－休会－ 

会員 木山  元様 

妙心寺退蔵院副住職 松山 大耕様 

子供地球基金会員 HEAｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 

代表 足立英子様 

ﾀﾞｲﾔｱｸｱｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 抗ﾚｼﾞｵﾈﾗ用

空調水処理剤協議会理事 藤本 和富様 

京都市会議員 小林 正明様 

会員 神戸 良司様 

「英会話不要論」 

「欠陥住宅との戦い－ハウスメーカーは言えません！－」 

「空調冷却水系の『レジオネラ症」防止について」

－会員スピーチ－「社長になって３８年」 

「新しい広告・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ『ｱｲﾃﾞｱで勝負、地域のｸﾘｪｲﾃｨﾌﾞ」 

「これからのローターアクト－世代交代を迎えて－」 京都ＲＡＣ会長 内畑加容子様 

「会社従事業務周辺の雑談」 

「一休和尚の禅について」 

「京都市屋外広告物適正化推進の取組」 

－新入会員スピーチ－「自己紹介」 

ロータリー財団奨学生 小川 昴子様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会員 毛利 泰巳様 

公益財団法人 京都鴨沂会 代議員 西尾  斉様 

＊ビジター受付はありません。 

 

川手 直子会員 神山 円三会員 

整体師（元K1選手） 藤本 佑介様 

【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２０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２３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月２４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月２５日 

（水） 

「日本映画と小道具」 

京都市都市計画局 屋外広告物適正化推進室  

広告物法的借置課長 橋本 勝喜様 

「スーパーサーズデー」 

春の同伴例会のため、例会変更 

「子どもの幸せ‐いろいろな場で出会った子どもたち」 

◆ 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 

㈱髙津商会 代表取締役社長 京都西RC会員 髙橋 博行様 

真珠庵 住職 山田 宗正様 

㈲ｱﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 高橋 泉好様 

自衛隊京都地方協力本部長  

一等陸佐 國友 昭様 

会員 安芸 達哉様 


