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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 

RI会長 ロン Ｄ.バートン氏 
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W E E K L Y  
B U L L E T I N 

「さくらんぼ」 

撮影  加藤 乃勧氏 

「今、ポジティブに」 
-Engage Rotary Change Lives- -from Your Good to Our Good- 

2013～14RIﾃｰﾏ 
ガバナー 坂本 克也氏 

 

2013～14ＲＩＤ2650ﾃｰﾏ 

「あなたの善から、みんなの善へ」 



 第１１３１回例会 ２０１３年７月４日（木） Vol.２４－１ 

１．本日例会終了後、７月度定例理事役員会を開催致

します。関係各位はご出席お願いします。 

２．当クラブのHPが内田会員より新年度版に更新さ

れました。今年度よりアドレスが次のように変更

になりました、皆様一度ご覧ください。 

 http://www.katsuragawarc.com/ 
３．６月３０日（日）ロータリー・リーダーシップ研

究会 デスカッションリーダー研修が行われ、当

クラブより鎌野会員が出席されました。 

４．７月１日（月）「社会を明るくする運動」啓発活

動が阪急桂駅において行われました。参加の皆様

お疲れさまでした。 

◇例会日時臨時変更のお知らせ 
 

７月１７日（水） 京都北東ＲＣ 

７月２５日（木） 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都西山ＲＣ 

７月３０日（火） 京都東山ＲＣ 

７月３１日（水） 京都嵯峨野ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 会長就任のご挨拶 

 
 

2013－2014年度京都桂川ロー

タリークラブ会長就任にあた

り、ごあいさつを申し上げま

す。 

 わがクラブは平成1年に発足

し、本年24年目を迎えます。 

又、姉妹クラブ台湾三重中央

ロータリークラブは創立25周

年を、友好クラブ札幌真駒内

ロータリークラブは創立40周年を迎える、記念の年

にあたります。この新しい年度に、非力ではござい

ますが、一口幹事のサポート、クラブ及び会員の皆

様のご協力を得ながら、努力を惜しむことなく会長

職を務めたいと願っています。 

2013－2014年度RI会長ロンD・バートン氏はロータ

リーのテーマを「ロータリーを実践し、みんなに豊

かな人生を」（Engage Rotary Change Lives ）とさ

れ、ロータリーを真に実践し、ロータリーの奉仕と

価値観を日々活かす決意をすれば、自分がいかに素

晴らしい影響をもたらすことができるかが見えてく

ると結ばれています。また坂本克也第2650地区ガバ

ナーは、地区のスローガンを「あなたの善から、み

んなの善へ」（from Your Good to Our Good）とさ

れ、一人一人の善の思いと行動で社会に貢献し、会

員各自の善の集積によって社会に大きく奉仕するこ

とが基本であり、I serveの精神を向上し、その結集

として、We serveへの奉仕の輪が広がることを願わ

れています。一つの方法として、一週三善（一週

間、例会から次の例会までの間に、三つの良いこと

をしましょう）を示されてもいます。 

 私は、今年度のテーマを「今、ポジティブに」と

いたしました。 

積極的・肯定的なさま という意味がありますが、

ロータリーを実践し、会員各自の善の思いを行動に

うつすということを、先送りにしたり、人任せにせ

ずに、今日、《今》自分からやり始めることを 

かかげさせて頂きました。 

RI会長のテーマ、地区ガバナーのスローガンを実

践するために、今年１年、会員の皆様からのご指

導、ご支援、ご協力を得ながら、 

ポジティブに行動し、京都桂川ロータリークラブの

25周年につながる年度になるよう、精一杯の努力を

させていただくことを誓い、就任のあいさつといた

します。 

◆前年度出席委員会 

ホームクラブ１００％出席者 

 髙橋 英明会員  

Ｍ.Ｕ.後１００％出席者 

 万殿 慎二会員、森  正廣会員、中川 俊夫会員 

おめでとうございます 

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 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

 

スピーチ    13：00 

「就任の挨拶」 

      会長、幹事、副会長、会長エレクト 

   閉会点鐘  13：30 

プログラム 

「就任の挨拶」 

  会計、ＳＡＡ、ｸﾗﾌﾞ管理・運営、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、広報、 

  Ｒ財団・米山、戦略計画各委員長 

次週例会スピーチ ７月１１日（木） 

 

 

札幌真駒内ＲＣ歓迎懇親会 

 ７月１１日（木）１８時半～ 仙鶴
せんかく

 

創立２４周年記念例会 

 ７月２８日（日）１７時半受付 １８時～ 

 京都センチュリーホテル 

三重中央ＲＣウェルカムパーティー 

 ７月２７日（土）１８時～ 京都庄や 



 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 17,000円 今年度累計 544,000円 

 

髙橋 英明 

・内田さん先日はありがとうござい

 ました。 

 

万殿 慎二 

・会長、幹事  

 １年間ごくろう様でした。 

吉田  修 ・いよいよ、最終例会ですね 

 

上原 従正 

・今年もご協力ありがとうございま

 した。 

 

内田 勝彦 

・上原委員長  

 一年間おつかれさまでした。 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、稲掛 英男 

 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『６月２７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（７名）出席者名２３名（３名）９２．０％ 

６月１３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．０％ 

ご来客０名   

  ７月の行事予定  

第６回クラブ協議会 

次年度第１回クラブ協議会 

◆地区内行事 

 ７月 ６日（土） 第１回奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門新世代担当者会議 

 京都平安ﾎﾃﾙ 13：00受付 13：30～16：30 

 ７月１２日（金） ﾎﾟﾘｵ撲滅活動協賛第68回京都市内24ＲＣ 

 ＲＣ懇親ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会打合せ会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 14：00～15：00 

◆クラブ内行事  

 ７月 ４日（木） ７月度定例理事役員会 

 ７月１１日（木） 札幌真駒内RC歓迎懇親会 仙鶴 18：30～ 

 ７月２７日（土） 三重中央RCｳｪﾙｶﾑﾊﾟｰﾃｨｰ 京都庄や 18：00～ 

 ７月２８日（日） 創立２４周年記念例会 京都ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ 

 17：30受付 18：00～  

＊25日（木）の例会を日時変更 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計  40,000円 

藤井 敏二 ・一年間ありがとうございました 

髙橋 英明 ・一年間たいへんお世話になりました 

藤井文治郎 ・理事、役員の皆様お世話様でした 

 

 

出射 靖生 

・最終例会ですね 

 会長始め役員の方々ご苦労様でし

 た。 

 

上原 従正 

・最終例会 

 藤井会長、髙橋幹事ご苦労様でした 

BOXへ 一口 茂樹、林   良訓 

 【ニコニコ箱】  小計 99,000円 今年度累計 1,380,914円 

 

安田  勝 

・会長、幹事、理事、役員の皆様一年

 間お疲れさまでした。 

 

松尾 義平 

・藤井会長 髙橋幹事御苦労様でし

 た。 

 

稲掛 英男 

・藤井会長、髙橋幹事その他理事役員

 の方々ごくろうさまでした。 

 

田中  守 

・藤井会長 髙橋幹事 

 お疲れさまでした 

 

末永  寛 

・藤井会長、髙橋幹事 

 １年間ご苦労様でした 

 

鎌野 孝和 

・藤井丸の無事のご帰港おめでとうご

 ざいます。 

 

森  正廣 

・株主総会、久しぶりの黒字で無事終

 了 

 

吉田  修 

・本日、クラブアッセンブリーの途中

 ですが１４：００には退席します 

 

万殿 慎二 

・内田さん先日はありがとうございま

 す。 

 

児嶋 雄二 

・会長、幹事、理事、役員の方 

 大変おつかれ様でした。 

 

内田 勝彦 

・藤井会長、髙橋幹事 

 一年間おつかれさまでした。 

BOXへ 田中  守、吉田   修、鎌野 孝和 

内田 勝彦 

 

上原 従正 

・今年もご協力ありがとうございま

 した。 

 【米山奨学会箱】 小計 19,000円 今年度累計 575,000円 

 

森  正廣 

・「平山郁夫、悠久のシルクロード」

 展、龍谷ミュージアムで開催中 

出射 靖生 ・つゆの間の晴間 しかしむしますね 

 

内山 正元 

・‘１３年度、第１回クラブ協議会出

 席の皆様、よろしくお願いします。 

BOXへ 田中  守、吉田  修 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 14,000円 今年度累計 246,000円 

谷口 泰義 ・今年度役員様ごくろうさんでした 

 

内田 勝彦 

・皆様一年間 

 ご協力ありがとうございました。 

2012-13年度 第4回炉辺会合第1班報告 
 

日 時   平成２５年６月９日（日）１８時より 

場 所   がんこ二条苑 川床 

参加者  内山、吉田、末永、松尾、藤井(文)、内田、 

 森の各会員 
 

今年初めての鴨川川床で、友好をあたためました。 

会員増強も数名の候補者があるようなので、ぜひ実現し

たいとみんなで申し合わせました。 

やっぱり床は良いですね～ 

残念ながら写真は残っておりません。 



2013～2014年度  役員・理事・委員会構成 

児嶋 雄二 出席委員長 

内山 正元 

稲掛 英男 

末永   寛 

吉田   修 

出射 靖生 

万殿 慎二 

森   正廣 

吉田   修 

髙橋 英明 

一口 茂樹 

藤井 敏二 

千田  適 

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 

直前会長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 

(役員) 

会長ｴﾚｸﾄ（ｸﾗﾌﾞ副研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

上原 従正 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

中川 俊夫 (理事) 

林   良訓 

松尾 義平 

上山 泰弘 

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 

山本 拓生 広 報 委 員 長 (理事) 

(理事) 

鎌野 孝和 

山本 拓生 

山本 拓生 

田中   守 

万殿 慎二 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

内山 正元 戦 略 計 画 委 員 長 

京都さくら 「就任挨拶」 副会長、会計、SAA、会員増強委員長、ｸﾗﾌﾞ広報委員長 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

SAA、ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 

京都嵯峨野 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

【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】 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

【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】 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

【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】 

京都朱雀 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

京都 

京都西北 

京都北東 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

京都西山 

京都さくら 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

【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】 

「理事・役員就任挨拶」 
ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長、職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、 

国際奉仕委員長、新世代・交換学生委員長 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

ｸﾗﾌﾞ管理運営担当理事、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当理事、ｸﾗﾌﾞ会員増強担当理事 

「ガバナー公式訪問所感」 

～会長・幹事就任挨拶～ 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「ガバナー公式訪問所感」 

会員増強理事、ｸﾗﾌﾞ広報理事、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ理事、ｸﾗﾌﾞ管理運営理

事、親睦活動理事、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ理事、会長ｴﾚｸﾄ、副会長 
「新年度を迎えて Ⅱ」 

クラブ・デー「就任挨拶」 

クラブ・デー「就任挨拶」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「本年度活動方針」 

 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

クラブ・アッセンブリー ～ガバナー公式訪問準備～ 

理事・役員 

 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

「本年度 各委員方針」 

クラブ・デー「第２回クラブアッセンブリー」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

第２回クラブ協議会「委員長 就任挨拶」 

「理事・役員・退任挨拶」 

ふれあい例会 

「ガバナー公式訪問所感」 RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

クラブ・デー 

「理事就任挨拶」 理事・役員 

「ガバナー公式訪問所感」 

「新年度を迎えて」 

「就任挨拶」 

会長 藤井 宣之会員 幹事 橋本 光夫会員 

 

 

 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

18：30～ 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

 

会長、幹事、副会長、会員増強、公共ｲﾒｰｼﾞ、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 

会長、副会長、会長エレクト、幹事 

会長 赤松 和雄様 幹事 辰馬 雅子様 

木下 博之会長 西村 尚三幹事 

７月５日 

（金） 

７月８日 

（月） 

７月９日 

（火） 

７月１０日 

（水） 

７月１１日 

（木） 


