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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１１３２回例会 ２０１３年７月１１日（木） Vol.２４－２ 

日 時  2013 年 7 月 4 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、一口、髙橋、末永、万殿、 

  松尾、山本各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認  

２．上半期会費納入状況 

３．表敬訪問に関する件 

４．２４周年記念例会に関する件 

５．第１回ｸﾗﾌﾞ討論会（ｸﾗﾌﾞ管理・運営）について7/18

６．第２回ｸﾗﾌﾞ討論会（新世代）について8/22 

７．休会会員について 

８．ｲﾝﾀｰｱｸﾄ夏季研修終了後の報告について 

９．会員増強について 

１０．ﾛｰﾀﾘｰ希望の風奨学金について 

１１．2014-15年度 青少年交換学生について 

１２．その他 

１．本日、札幌真駒内ＲＣより会長、幹事をはじめ多

数の方々が来られています。 

２．本日、１８時半より「仙鶴」（木屋町松原上ル）

において真駒内ＲＣ歓迎懇親会を行います。 

 よろしくお願い致します。 

３．７月６日（土）第１回奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門新世代担

当者会議が行われ幹事が出席致しました。 

４．明日、１２日（金）ポリオ撲滅活動協賛第68回京都市

 内２４ＲＣ懇親チャリティーゴルフ大会打合せ会が行わ

 れ、中川会員が出席されます。 

５．７月１４日（日）職業奉仕担当者研修会が行われ中川職業奉

 仕委員長が出席されます。 

６．７月１４日（日）IAC夏季研修 結団式と事前研修会 が行わ

 れ、内田IAC委員長と海外研修に参加される洛西高等学

 校ＩＡＣ 顧問中本先生、小谷君が参加されます。 

７．７月２５日（木）の例会は当クラブ創立２４周年

記念例会開催のため、２８日（日）に例会を変更

致します。 

開会点鐘                                    12：30        

  今日の歌「琵琶湖周航の歌」 

 ロータリーソング 「我等の生業」 

  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 

   閉会点鐘  13：30 

プログラム 

クラブ・デー  

第１回クラブ討論会（クラブ管理・運営） 

次週例会スピーチ ７月１８日（木） 

◇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。 

７月２４日（水） 京都嵯峨野ＲＣ 

７月２５日（木） 京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません 

 

「就任の挨拶」 

 会長  内山 正元  副会長 稲掛 英男 

 会長ｴﾚｸﾄ 千田  適   幹事 一口 茂樹 

 

2012-13年度 

出席100％、MU後１００％表彰 
髙橋会員、万殿会員、会長、森会員 

 

 年度がわり会員親睦会 
 

 梅雨の晴れ間の中、18名の会

員の皆様に参加していただき 

和気あいあいの中で親睦会が

開かれました。今年度の会長は

じめ理事役員の

皆様大変お疲れ

様でした。また、

次年度は内山会

長 一口幹事の

お世話になりま

す。よろしくお

願いします。 

藤井会長 内山会長ｴﾚｸﾄ 

6/22 祇園花郷において 

ありがとうございました よろしくお願いします 



BOXへ 鎌野 孝和 

 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（８名）出席者名１９名（４名）７６．０％ 

６月２０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９５．６％ 

ご来客１１名   

  ７月の行事予定  

◆地区内行事 

 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 

 ７月１４日（日） 「職業奉仕担当者研修会」京都ﾃﾙｻ 13：00 

 ７月１４日（日） IAC夏季研修 結団式と事前研修会 

 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 13：00～17：00 

◆クラブ内行事  

 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 17：30受付 18：00～ 

  京都ｾﾝﾁｭﾘｰH ＊25日（木）の例会を日時変更 

 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 2,000円 今年度累計  2,000円 

BOXへ 吉田  修、松尾 義平 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 8,000円 今年度累計  8,000円 

 

内山 正元 

・インターアクトの行事の 

 成功を祈念して 

鎌野 孝和 ・新年度にあたって 

 

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 

 

瀬田 保二 

・ポリオを 

 すべてをなくすため 

森  正廣 ・内山機 いよいよ離陸 

 

瀬田 保二 

・ようやく復帰出来ました 

 以後よろしくお願い致します 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、吉田   修 

 

藤井文治郎 

・賛西会の皆様ようこそお越し下さ

 り有難とうございます 

 【米山奨学会箱】 小計 19,000円 今年度累計 19,000円 

 

内山 正元 

・クラブ会員の皆様、一年間お助け下

 さい。 

 

一口 茂樹 

・理事 役員の皆様  

 よろしくお願いします。 

 

出射 靖生 

・内山会長始め理事役員の皆さまよろ

 しく御願いいたします。 

 

上山 泰弘 

・１年間 

 よろしくお願い致します 

 

瀬田 保二 

・ようやく復帰出来ました 

 以後よろしくお願い致します 

松尾 義平 ・国際奉仕委員会にご協力の程を 

 

瀬田 保二 

・ようやく復帰出来ました 

 以後よろしくお願い致します 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 21,000円 今年度累計 21,000円 

 

内山 正元 

・理事、役員の皆様 

 一年間よろしくお願いします。 

一口 茂樹 ・ガンバリます 

 

吉田  修 

・新年度のスタートにあたり、SAAと 

 してご挨拶申し上げます。 

 

藤井文治郎 

・理事、役員の皆様 

 一年間ご苦労様です 

上山 泰弘 ・一年間よろしくお願いします。 

 

 

松尾 義平 

・三重中央RCより２８名の皆さんが来

 られます。ウェルカムパーティーよ

 ろしく 

德田 正彦 ・先日炉辺 髙橋会員お世話様でした 

 

内山 正元 

・賛西会の会長、幹事様 

 ご出席ありがとうございます 

 

吉田  修 

・賛西会の会長、幹事様 

 ようこそ！！ 

 【ニコニコ箱】  小計 45,000円 今年度累計 45,000円 

鎌野 孝和 ・内山丸の船出を祝して 

一口 茂樹 ・一年間よろしくお願いします 

髙橋 英明 ・今年もよろしくお願いします 

万殿 慎二 ・本年度もよろしくお願いします 

 

千田  適 

・新しい年度が始まりました。 

 今年度もよろしく 

 

末永  寛 

・内山会長、一口幹事 

 この１年よろしく 

 

出射 靖生 

・本年が桂川ロータリークラブにと 

 ってすばらしい年であります様に 

 

松尾 義平 

・内山会長 一口幹事 

 １年間よろしく 

上山 泰弘 ・１年間 よろしくお願い致します 

 

山本 拓生 

・内山会長 

 １年間よろしくお願いします 

藤井文治郎 ・内山丸の門出を祝して 

稲掛 英男 ・内山丸の出航を祝して 

谷口 泰義 ・内山丸の就航を祝って 

安田  勝 ・内山丸の船出を祝して 

 

 

瀬田 保二 

・内山丸の就航を祝して 

 ようやく復帰出来ました 

 以後よろしくお願い致します 

 

森  正廣 

・青山町「大村神社」から伊賀「神戸

 神社」まで元伊勢ハイキング10ｋ 

德田 正彦 ・年度始めに喜寿迎えます（7月6日） 



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」 ｸﾗﾌﾞ管理、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、R財団、米山奨学各委員長、ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、新世代委員長 

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】 

「会員スピーチ」 

「ライラ報告」  ライラ受講者 岩崎 秀雄様 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

ｸﾗﾌﾞ広報担当理事、ﾛｰﾀﾘｰ財団担当理事、米山記念奨学会担当理事 

「新年度にあたって」 

～理事・役員挨拶～ 

「就任挨拶」 

第１回アセンブリー 本年度活動方針 

祝日休会 

 祝日休会 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」  SAA 藤田 祝子様 

「精神筋力の鍛え方」 

「本年度活動方針」 

同志社大学社会学部教授 

沖田 行二様 

 

会員増強理事、職業奉仕理事、新世代理事、広報理事 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会員 冨士森良輔様 

会長・副会長・幹事・会計・SAA 

祝日休会 

「３０年を顧みて」 

「創立25周年記念例会・祝宴」→20日（土）に変更 

「新会員スピーチ」 

-会員スピーチ- 

「理事・役員 就任挨拶」 

翹(器楽曲)、壇の浦(語り曲)        

「今年度の活動方針」 ｸﾗﾌﾞ奉仕 職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕各委員長 

白石 康次郎様 

「新島八重を育てた会津の教育・・なぜ新島襄は八重を伴侶としたのか・・」 

祝日休会  

「就任挨拶」 

「未定」 

創立記念例会「創立時のロータリーを語る」 

 

会員 野村 義弘様 

琵琶奏者    平田  卓氏  

秋元 時男名誉会員 

株式会社 阿以波 代表取締役 饗庭 智之様  

18：30～ 

クラブ研修リーダー・各担当理事 

 

パスﾄ会長 高橋 弘次名誉会員 

川面 幸司様 大山 直樹様 浜田 智史様 

理事・役員 

2013-2014年度理事・役員 

７月１２日 

（金） 

７月１５日 

（月） 

７月１６日 

（火） 

７月１７日 

（水） 

７月１８日 

（木） 


