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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１１３３回例会 ２０１３年７月１８日（木） Vol.２４－３ 

１．本日例会終了後、創立２５周年実行委員会を例会

場に於いて開催いたします。 

２．次週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日時を変更し２８日（日）に

開催いたします。 

３．７月２０日（土）京都北東RC創立25周年記念例

 会・祝宴に会長、幹事が出席致します。 

４．７月２１日（日）第２６５０地区ＲＬＩパートⅠ

研修会が開催され、当クラブより千田、鎌野各会

員が出席されます。 

５．７月２７日（土）地区財団セミナーが開催され千

田会長ｴﾚｸﾄ、上原奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長、田中Ｒ財

団委員長が出席されます。 

開会点鐘                                    12：30        

  今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

 ロータリーソング 「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 

    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１回クラブ討論会（クラブ管理・運営） 

   閉会点鐘  13：30 

プログラム 

次週例会 ７月２８日（日） 

 

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 七条通烏丸東入 福井ビルＢ１ 

 １０，０００円 会員 ５，０００円（欠席の場合） 

  ５，０００円 ご夫人 

   

「就任の挨拶」 

   会 計  髙橋 英明会員  

   ＳＡＡ  吉田   修会員 

   クラブ管理・運営委員長 末永   寛会員 

   奉仕プロジェクト委員長 上原 従正会員 

   広報委員長 山本 拓生会員 

   戦略計画委員長  内山 正元会員 

◇例会日時臨時変更および休会のお知らせ 
 

７月１９日（金） 京都伏見ＲＣ 

７月２４日（水） 京都朱雀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 

８月１２日（月） 京都西ＲＣ 

８月１４日（水） 京都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 

８月 ８日（金） 京都紫竹ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません 

 

     プログラム委員会よりお知らせ 

８月８日の例会は脳科学+ヨガインストラクターの 

朴様をお迎えします。 

皆さま、動きやすい格好でお越し下さい！！ 

会員誕生日お祝い   

  ６日 德田 正彦会員     １３日  内田 勝彦会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

  ４日 上原従正会員夫人 栄子様 

   １９日 山田芳弘会員夫人 眞沙子様 

 ２３日 末永 寛会員夫人 千津子様 

 ２６日 森 正廣会員夫人 美代子様    
 

創業記念日お祝い 

  １日 山田芳弘会員  山田紙業㈱ 

 ２０日 瀬田保二会員 ㈱賛交社 

７月おめでとうございます 

← 札幌真駒内ＲＣ 

 創立４０周年 

 記念式典実行委員長 

  齋藤 康嗣様 

２０１２～１３年度 → 

ＭＵ後１００％出席者の 

中川会員と内山会長 －創立２４周年記念例会－ 

１７：３０受付 １８：００～ 

＊２５日（木）の例会はございません 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月１１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（８名）出席者名２０名（３名）８３．３％ 

６月２７日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客８名   

  ７月の行事予定  

◆地区内行事 

 ７月２０日（土） 京都北東ＲＣ創立２５周年記念例会・祝宴 

 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 

 ７月２１日（日） 第２６５０地区RLIﾊﾟｰﾄⅠ研修会 

 京都文教学園 9：45～17：00 

 ７月２７日（土） 地区財団ｾﾐﾅｰ 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 

 13：00～17：00 

◆クラブ内行事  

 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    0円 今年度累計  2,000円 

BOXへ 吉田  修 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 1,000円 今年度累計  9,000円 

2012-13年度 第4回炉辺会合第３班報告 

 

 今回の炉辺会の会場はがんこすし 二条店の川床に

て行いました。鴨川からの自然の風が心地よく感じら

れる中で会員の皆様の親睦を深めつつ今回のテーマの

「会員増強」についていろいろとお話がでました。ご参

加いただきました会員の皆様ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダー 髙橋 英明 

 

 

谷口 泰義 

BOXへ 稲掛 英男、吉田   修 

【米山奨学会箱】 小計 9,000円 今年度累計 28,000円 

・真駒内クラブの方々ようこそおい

 で下さいました 

安田  勝 ・暑中お見舞い申し上げます。 

BOXへ 千田  適、一口 茂樹 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 5,000円 今年度累計 26,000円 

内山 正元 ・札幌真駒内ＲＣの皆様ようこそ！ 

 

吉田  修 

・札幌真駒内ＲＣの皆様 

 よろしくお願いします。 

 

 社会を明るくする運動 
 

７月１日（月）「社会を明るくする運動」が行われ 

内山会長、一口幹事、末永さん、万殿さんに参加してい

ただきました。 

午後５時から阪急桂駅にて、ティッシュ配布による啓

発活動を行いました。 

多くの協力者のおかげで、約4000個配布できました。 

ご参加の皆様ありがとうございました。 

山本 拓生 

 

内山 正元 

・賛西会の皆様、ようこそ例会に 

 いらっしゃいました。 

 

児嶋 雄二 

・真駒内ＲＣの皆様 

 よくいらっしゃいました 

 

一口 茂樹 

・札幌真駒内ＲＣの皆様よろしくお

 願いします。 

林  良訓 ・真駒内の皆様ようこそ 

山本 拓生 ・札幌真駒内ＲＣの皆様ようこそ！ 

 

中川 俊夫 

・札幌真駒内ＲＣの皆さん先日はお世

 話になりました 

吉田  修 ・京都西ＲＣ会長 幹事様 ようこそ 

瀬田 保二 ・王様を御紹介致します 

 

森  正廣 

・ポンポン山ハイキング頂上が切り開

 かれ展望良好、愛宕山も見えます。 

 

上原 従正 

・１週間遅れですが 

 内山丸の出港を祝して 

稲掛 英男 ・暑いですネ 

 【ニコニコ箱】  小計 59,000円 今年度累計 104,000円 

札幌真駒内ＲＣ 

 幹事 

荒川悠久子様 

・例会に初めて出席させて頂きあり

 がとうございました。 

札幌真駒内ＲＣ 
４０周年記念式典実行委員長  

齋藤 康嗣様 

・札幌真駒内ＲＣの創立４０周年記

 念行事よろしくお願い致します。 

札幌真駒内ＲＣ 
  

山内 正子様 

・桂川ロータリーの皆さま 

 お元気でいらっしゃいますか 

 お会いする事を楽しみに！ 



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 「納涼例会」 ＊ビジター受付はございません 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

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】 

-休会- 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

立命館宇治中学・高等学校 校長 
ﾁｬｰﾙｽﾞ・ﾌｫｯｸｽ様 

「ヒト、そしてロータリー：新年度の門出に当って」 

～会員懇親会～ 

「就任挨拶」 

「ずっと住み続けたい、活力とやすらぎのあるまちを目指して」 

新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「日本料理は京都生まれ 水に誘われている食文化」 

㈱グッドマン 裏具ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 取締役ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 佐々木まなび様 「媚びない『和』と『裏具』」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「夜間例会」 

「経済安全保障と日本の防衛技術政策」 

～夏の家族親睦会～→27日（土）に変更 

祇園祭山鉾連合会会長 吉田  孝次郎様 

会員 栗栖  基様 

RI第２６５０地区ガバナー 坂本 克也様 

 

＊ビジター受付はございません 

会員 左右田健次様 

「輝く瞳に会いに行こう」 

クラブ・デー「会員組織部門第1回クラブフォーラム」 

「クラブデー」 

「スーパーサーズデー」 

納涼同伴夜間例会の為 例会日時臨時変更 

「立命館宇治中学校・高等学校の国際教育について」 

第２回クラブアッセンブリー 

「一隅を照らす」 宗教学者 山折 哲雄様 

同志社大学大学院 ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科 村山 裕三様 

「祇園御霊会について」 

「電子書店と大垣書店の経営戦略」 ㈱大垣書店代表取締役社長 大垣 守様 

「就任挨拶」 

「蘇山の青瓷 」 

第１回クラブ協議会「年間計画について」 

向日市長 久嶋  務様 

 

ガバナー公式訪問準備 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 陶芸家 諏訪 蘇山様  

18：30～ 

各担当理事 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第3360地区 ﾁｪﾝﾗｲﾝＲＣ 2013-14会長 原田 義之様 

会長、幹事 

 

理事・役員 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

７月１９日 

（金） 

７月２２日 

（月） 

７月２３日 

（火） 

７月２４日 

（水） 

７月２５日 

（木） 


