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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１１３４回例会 ２０１３年７月２８日（日） Vol.２４－４ 

開会点鐘                                    18：00        

  国家斉唱 「三民主義」「君が代」 

 ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」 

  ご来賓・ご来客紹介 

    会長挨拶 会長 内山 正元 

    ご来賓挨拶 京都西南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 中島俊則様 

   三重中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 李  忠 勇様 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

閉会点鐘      18：25 

 

祝賀会開会  18：30 

 ～記念コンサート～ 司会 万殿 慎二 

 会長挨拶 会長 内山 正元 

 乾杯  会長ｴﾚｸﾄ 千田  適 

 食事歓談 

 閉会挨拶  副会長 稲掛 英男 

 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「手に手つないで」ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 内田 勝彦 

祝賀会閉会 

プログラム 

「フランス・パリに住んで」 

オダン・末永 典子様 

次週例会 ８月１日（木） 

 
創立２４周年記念ご挨拶 

 

京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

  会長 内山 正元 
 

本日、京都桂川ＲＣは創立２４周年を迎えることが

できました。会長として感謝し、ご列席の皆様と共

に、心からお祝いしたいと存じます。 

 ご多忙の中、京都西南ＲＣ会長 中島俊則様、幹

事 佐藤正行様、三重中央ＲＣ会長 李 忠 勇様、幹

事 歐 輝 煌様をはじめ会員、ご家族の皆様、そし

て京都桂川ＲＣ会員及びご家族の皆様にご出席いた

だき、厚く御礼申し上げます。 

 ＲＩ会長のバートン氏は、今年のテーマを「ロー

タリーを実践し、みんなに豊かな人生を」とされ、

坂本克也第2650地区ガバナーは、「あなたの善か

ら、みんなの善へ」を、地区のスローガンとされま

した。一人一人の善の思いと行動で社会に貢献する

ことを目指されており、これらを受けて、私は会長

テーマを「今、ポシティブに」といたしました。Ｒ

Ｉ会長テーマも、ガバナーのスローガンも、先送り

したり、人任せにせずに、今日から直ちに行動にう

つすことが大事であるとの思いから決めたしだいで

す。 

 

 
 今年度は、三重中央ＲＣが創立２５周年、札幌真

駒内ＲＣが創立４０周年を迎えられる、記念の年に

あたり、心よりお祝い申し上げます。 

 京都桂川ＲＣも、来年には創立２５周年を迎え、

今期は会員全員が心を一つにして、その為の準備に

あたらなければなりません。今年度のクラブの諸活

動に対しても、会長、幹事が先頭に立って頑張りま

すが、クラブ会員皆様からの力強いご支援、ご協力

をお願いしまして私の挨拶とさせていただきます。 

 

 
祝 詞 

 

台湾三重中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

    会長 李 忠 勇（Tein） 

 京都桂川ロータリークラブ様におかれましては、

創立24周年記念例会をお迎えされ、誠に喜ばしくお

目出度うございます。いつものことながら、貴クラ

ブ会員様および会員ご夫人皆様から心温まるご招待

を受け大変感謝いたしております。台湾・三重中央

ロータリークラブ全会員を代表いたしまして心から

お祝い申し上げます。 

 また先般、3月には第2回姉妹クラブ合同例会を盛

大に開催することができました。これもひとえに主

催された貴クラブ様のご尽力による賜物と心から感

謝申し上げます。 

 さて、貴クラブは1989年に 安田創設時会長ご指

導のもと京都桂川の有志により創設されました。 

幸いなことに私ども三重中央RCは貴クラブと1990年

に友好クラブとなり、続いて1998年には姉妹クラブ

になることができました。以来毎年7月・11月の両

クラブ記念例会相互訪問、沖縄・九州の合同例会な

どの活動を通じてより一層緊密・有意義な関係を築

くことができた事、大変喜ばしく思います。 

 また、ロータリーを通じ、日本留学の経験がある

私にとっても今更ながら言葉によるコミュニケー

ションが両クラブの友好増進や文化交流に大きく影

響することを深く体験して参りました。そのため、

私は当三重中央RCで会員の日本語能力向上の学習に

尽力しております。私は貴クラブ婦人会の中に中国

語学習に努力され素晴らしい成果をあげていらっ

しゃる方を知っております。私の家内と手紙のやり

取りをし、友情を暖め合っております。そこで、更

なる両クラブの友好・相互理解・交流促進に、貴ク

ラブ会員の皆様にも中国語学習に努力いただくこと

を提案したいと思います、如何でしょうか。 

 さて、最後になりますが、来賓の皆様、内山会長

以下貴クラブ会員およびご夫人、ご家族の皆々様の

ご健勝をお祈りしつつ、両クラブの友好信頼がより

一層深まり、貴クラブ様が益々発展されることを祈

念いたしましてお祝いの挨拶とさせていただきま

す。 

 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA  

ソプラノ 中安 容子（なかやす ようこ）様 

 鳴門教育大学学校教育学部及び、京都市立芸術

 大学音楽学部卒業。 
 

ソプラノ 今井 順子（いまい じゅんこ）様 

 京都市立芸術大学音楽学部卒業。同大学院音楽

 研究科修了。 
 

ヴァイオリン 市坪 綾子（いちつぼ あやこ）様 

 京都市立芸術大学音楽学部卒業。 
 

ピアノ 若杉 美子（わかずぎ はるこ）様 

 神戸女学院大学音楽学部卒業。同大学音楽専攻科

 修了。  

◆ご来賓のご紹介 

京都西南ロータリークラブ 

 会長 中島 俊則様 

 幹事 佐藤 正行様 
 

台湾三重中央ロータリークラブ 

 会長 李 忠 勇様（Tein） ご夫人 張 寶 珠様 

 幹事 歐 輝 煌様（O-Smile） ご夫人 胡 麗 玉様 

 会長ｴﾚｸﾄ 郭 晋 嘉様（Jason） ご夫人 張 素 姿様

  

 初代会長 連 勝 彥様（Peace） ご夫人 連 施 惠 美様 

 ﾊﾟｽﾄ会長 徐 英 進様（Plan） ご夫人 楊 瑞 芳様 

 ﾊﾟｽﾄ会長 王 水 泉様（Punch） ご夫人 王 李 秀 琴様 

     王 淑 珍様  

 ﾊﾟｽﾄ会長 林 勳 生様（Hudson） ご夫人 林 陳 玉 盞様 

 ﾊﾟｽﾄ会長 林 久 雄様（Hisao） ご夫人 林 蔡 淑 敏様 

  大澤 二様 （Oosawa） ご夫人 黃 淑 珍様 

  鄭 元 傑様（Asphalt） ご夫人 張 玉 佩様 

     陳 婉 様 

  黃 龍 泉様（Bridge） ご夫人 黃 求 麗様 

  林 瑞 興様（A-John） ご夫人 文 麗 蓉様 

     林 冠 廷様 

  洪 嘉 政様（Seven） 
 

◆ご来客のご紹介 

 出射会員夫人  喜代子様 

 稲掛会員夫人 由美子様 

 鎌野会員夫人 幸子様 

 中川会員夫人 美智子様 

 千田会員夫人 満紀子様 

 末永会員夫人 千津子様 

 田中会員夫人 喜美子様 

 内田会員夫人 由美子様 

 内山会員夫人 容子様 

 上原会員夫人 栄子様 

 上山会員夫人 美絵様 

 安田会員夫人 多津枝様 
 

 記念コンサート 

＜プログラム＞ 

☆オペラ 『フィガロの結婚』より 

  恋とはどんなものかしら      
 

☆虹の彼方に 
 

 

☆踊り明かそう 
 

☆オペラ「カヴァレリア ルスティカーナ」より 

  （ヴァイオリンソロ）間奏曲 
 

☆ふるさとの四季  日本の唱歌メドレー  

◇例会日時臨時変更および休会のお知らせ 
 

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。 

８月 ８日（金） 京都紫竹ＲＣ 

８月１３日（火） 京都西南ＲＣ、京都東山ＲＣ 

８月１４日（水） 京都嵯峨野ＲＣ 

８月１５日（木） 京都洛北ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません 

１．次週例会終了後、８月度定例理事役員会を開

催いたします。 

クラブ・デー「第１回クラブ討論会」 

 クラブ管理・運営委員長 末永   寛会員    

 親睦委員長 万殿 慎二会員 

 プログラム委員長  森   正廣会員 

 ニコニコ委員長 出射 靖生会員 

 ソング委員長 吉田   修会員 

 出席委員長 児嶋 雄二会員 

RLI研究会ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰ

の鎌野会員と会長 

（写真上左側） 

米山功労者表彰の德田会

員、会長、上山会員 

（写真上右側） 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ表

彰の德田会員、会長と内田

会員    （写真左側） 



 

 

「君が代」  君が代は 

千代に八千代に 

さざれ石の 

いわおとなりて 

苔のむすまで 

「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」  

R-O-T-A-R-Y  

That spells Rotary; 

R-O-T-A-R-Y  

Is known on land and sea; 

From North to South From East to West 

He profits most Who serves the best; 

R-O-T-A-R-Y  

That spells Rotary 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月１８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（８名）出席者名２２名（４名）８８．０％ 

７月４日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客２名   

  ８月の行事予定  

◆地区内行事 

 ８月４～９日 インターアクト夏季研修 カンボジア 

 ８月 ７日（水） 第１回市内24RC連絡協議会 会長・幹事会 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 

 ８月１０日（土） クラブ米山奨学委員長会議 

 ﾒﾙﾊﾟﾙｸ京都 14：00～16：00 

 ８月１１日（日） 第１回社会奉仕委員長会議 

 京都ﾃﾙｻ 西館 13：00受付 13：30～16：30 

 ８月１７日（土） 第3組 ＩＭ 12：30受付 13：30～ 

         懇親会 17：30～ 

 会長会議 11：30～     京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

◆クラブ内行事  

 ８月 １日（木） ８月度定例理事役員会 

 ８月１５日（木） 休会 

 ８月２２日（木） 第２回クラブ討論会（新世代） 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計     0円 今年度累計  2,000円 

 

 

内山 正元 

BOXへ 万殿 慎二、吉田   修 

【米山奨学会箱】  小計 6,000円 今年度累計 34,000円 

・第１階クラブ討論会へのご参加、 

 よろしくお願いします。 

 

末永  寛 

・本日のクラブフォーラム（クラブ 

 管理・運営）皆様よろしく 

 

 札幌真駒内RC「歓迎懇親会」 
 

 日 時： 7月11日(木) 18：30～20：30 

 場 所： 仙鶴 

 参加者： 林、出射、一口、児嶋、森、 

  中川、谷口、内田、内山各会員 

  

 札幌真駒内ＲＣのお客様４名と鴨川の納涼

床でお食事をしてまいりました。 

スタート時間にはまだまだ日差しが残り暑く

て座っていられないかと思いましたが、間も

なく日暮れとともに風も出て心地よい感じの

中、内山新会長の挨拶と乾杯で親睦スタート 

床での食事が初めてという方もあり鴨川の対

岸には宮川町の明かりも見えたので、急遽か

わいい舞妓さんも途中参加！ 

 札幌真駒内と京都桂川ＲＣの新会長と新幹事が向かい合い、両クラブの結びつきは益々深まったと思いま

す。 

 最後は札幌真駒内の中川新会長から、創立４０周年記念式典のお誘いを含めて〆ていただきました。 

 宴会終了後は対岸、宮川町の花街へ消えて行ったとかいかないとか･･･御疲れ様でした。  文責 内田 

 

一口 茂樹 

・真駒内RC歓迎懇親会 楽しかった

 です。ありがとうございました。 

 

森  正廣 

・常陸太田「竜神大吊橋」から袋田 

 の滝まで２５キロハイキング 

出射 靖生 ・暑い日が続きますね 

稲掛 英男 ・熱中症に御注意を 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

 

末永  寛 

・德田さん先日はありがとうござい 

 ました。 

吉田  修 ・新年度 すこしおちつきましたね 

山本 拓生 ・早退おわび 

 【ニコニコ箱】 小計 14,000円 今年度累計 118,000円 

BOXへ 林  良訓 

BOXへ 稲掛 英男、一口 茂樹 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 9,000円 今年度累計 35,000円 

吉田  修 ・次週、創立記念例会を欠席します 

谷口 泰義 ・暑さに負けない様頑張りましょう 

 

出射 靖生 

・先週の床はすずしくて良かったで 

 すね 

 

 

森  正廣 

・東京新橋「新橋亭」で３０年もの 

 紹興酒をいただきました。 

 まろやかです。 

千田  適 ・暑いです！ 

BOXへ 吉田  修 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  6,000円 今年度累計  15,000円 

安田  勝 ・クラブ発展を念じて 

 

内山 正元 

・世界中の子供達が、等しく教育を 

 受けられますように。 



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 「楽しい会員増強」 RI第2650地区会員増強・拡大委員長 奈良大宮RC会員 宮西 正伸様  

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

＊ビジター受付はございません 

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】 

＜納涼夫人同伴例会の為、例会変更＞ 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

地区会員増強・拡大委員長、奈良大宮RC会員 宮西 正伸様 

「シェールガス革命」 

～新会員スピーチ～ 

「会員増強の理念と実践」 

「例会におもうこと 親睦委員会について」 

新入会員スピーチ「盆栽の歴史とBOSAIの広がり」 

日本写真家協会会員・四国霊場会公認先達 

写真家 溝緑ひろし様 
「レンズを通して見た、京都五花街の４０年」 

納涼家族会の為、8/3（土）へ例会日時・場所臨時変更 

－休会－ 

「出会い」 

＜休会＞ 

㈱JTB西日本執行役員京都支店長 京都RC会員 杉本 健次様 

会員 德尾 隆次様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

出光オイルアンドガス開発㈱社長 辻  行介様 

「宮廷と京菓子」 

「楽しい会員増強」 

「未定」 

「楽しい会員増強」 

｢会員増強の意味とは」 

「楽しい会員増強」 

新会員スピーチ「仕事と趣味」 

「日本の食文化をユネスコ無形文化遺産に」 
日本食文化ユネスコ申請検討委員会  

委員 会員 佐竹 力總様 

大道芸人 ファニートンボ様 

「京都観光の魅力について」 

「話題の京町家 あじき路地の魅力」 京都町家あじき路地オーナー 熊倉 弘子様 

「会員増強をどうして成し遂げたか」 

「昆虫革命」 

「未来の森再生・植樹祭に参加して」 

SAA 民秋 康典会員 親睦委員長 山下吉昭会員 

RI第2650地区会員増強・拡大委員長 奈良大宮RC会員 宮西 正伸様  

八木 修二様 

進行：鶴島義和 会員増強委員長 

㈱天神大阪昆布 代表取締役 喜多條清光様 

18：30～ 

直前会長 大藤 忠様 ﾊﾟｽﾄ会長 髙橋 信昭様 

㈱ 愛信堂 代表取締役 田母神克幸様 

岡崎前年度会長、岸前年度幹事、疋田会員 

久保田会員、吉田会員 

RI第2650地区会員増強・拡大委員長 奈良大宮RC会員 宮西 正伸様  

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 ガバナー補佐 嵯峨 法夫様 

副田 晃彦会員 寸田 善久会員 

７月26日 

（金） 

７月２９日 

（月） 

７月３０日 

（火） 

７月３１日 

（水） 

８月１日 

（木） 


