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W E E K L Y  
B U L L E T I N 

「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」 

「かもめ」 

撮影  加藤 乃勧氏 



 第１１３５回例会 ２０１３年８月１日（木） Vol.２４－５ 

１．本日例会終了後、８月度定例理事役員会を開催い

たします。 

２．８月４日～９日インターアクト夏季研修がカンボ

ジアにおいて行われ、洛西高等学校インターアク

トクラブより中本先生と小谷君が参加されます。 

 お二人には８月２２日（木）の第２回クラブ討論

会（新世代）において参加報告を行っていただき

ます。 

３．８月７日（火）第１回市内２４RC連絡協議会 会

長・幹事会が行われ会長・幹事が出席致します。 

４．事務局は８月１２日（月）～１６日（金）まで休

局いたします。緊急の場合は幹事までご連絡お願

い致します。 

開会点鐘                                    12：30        

  国家「君が代」 

 今日の歌「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 

 「フランス・パリに住んで」 

            オダン・末永 典子様 

   閉会点鐘  13：30 

プログラム 

次週例会 ８月８日（木） 
 

 京都洛北ＲＣ 

創立４０周年記念例会 
 

 

日 時：１０月１０日（木） 

 受付開始 午後３時（呈茶席） 

 記念例会 午後４時 

 記念講演 

 「地域社会の調和ある共存を目指して」 

京都造形芸術大学大学長 尾池 和夫様 

 祝宴 記念例会に引き続き開宴 

 

場 所： ウェスティン都ホテル京都 

 

会 費：１５，０００円 

 

 会員の皆様にも是非ご臨席下さいます様 

 お願い致します。 

 

     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 

ご案内 

 

 日 時： １０月５日（土）  

   午前９時１７分～ ４０組予定 

   東西２コースよりＯＵＴ・ＩＮに分かれてスタート 

    各スタート時間の３０分前までに集合ください 

 

 会 場： 城陽カントリー倶楽部 

    シニア  西コース（ＯＵＴ・ＩＮ） 

   ジュニア 東コース（ＯＵＴ・ＩＮ） 
 

 参加費： １０，０００円  

    

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ： 京都伏見ＲＣ  

「心身・柔かく・爽快に！」 

 ㈱PKM 代表取締役 ヒーラー 

チーフインストラクター 朴  璟美様 

◇ 例会日時臨時変更および休会のお知らせ 
 

８月 ８日（木） 京都洛東ＲＣ 

８月１２日（月） 京都西ＲＣ 

８月１４日（水） 京都ＲＣ 

８月１５日（木） 京都南ＲＣ 

８月１９日（月） 京都中ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

８月 １日（木） 京都西山ＲＣ 

８月 ８日（木） 京都紫竹ＲＣ 

８月１２日（月） 京都中ＲＣ、京都平安ＲＣ 

８月１３日（火） 京都西南ＲＣ、京都東山ＲＣ 

     京都洛南ＲＣ 

８月１４日（水） 京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 

     京都朱雀ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません 

2012-13年度寄付金結果 ― ご協力に感謝します ―  

 
2012-13年度の寄付金は約13億2,500万円となりました。

前年度と比べて2.4％増（普通寄付金1.2％増特別寄付金

2.9％増）、約3,000万円の増加です。 

 

個人平均寄付額も15,046円と4年ぶりに15,000円を超

え、34地区中21地区が前年度の個人平均寄付額を上回り

ました。また、特別寄付をしてくださる会員の割合も

年々増加しており、2006年度の調査開始以降、初めて

40％を超えました。 

 

当事業へのみなさまのご理解に、事務局一同、心より感

謝申し上げます。新年度も引き続きご支援・ご協力を賜

りますよう、よろしくお願いいたします。 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月２８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（８名）出席者名２３名（４名）９２．０％ 

７月１１日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９１．６％ 

ご来賓３０名  ご来客１３名  

  ８・９月の行事予定  

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計  2,000円 

◆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（火） 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 

 ８月２５日（日） インターアクト夏季研修報告並びに 

 提唱ＲＣ委員長会議 ｻﾞ・ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 

 12：30受付 13：00～16：30 

◆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） クラブ・デー 第２回クラブ討論会（新世代） 

 ９月 ５日（木） ９月度定例理事役員会 

 ９月１９日（木） クラブ・デー 第３回クラブ討論会（会員増強） 

三重中央ＲＣ  

 

谷口 泰義 

・三重中央クラブのたくさんの方々 

 のご参加有難うございます。 

 

一口 茂樹 

・三重中央ＲＣの皆様 

 よろしくお願いします。 

千田  適 ・２５周年を祝して 

上山 泰弘 ・内山丸の舟出を祝って 

德田 正彦 ・祝２４周年 

 

上原 従正 

・祝 創立２４周年 

 三重中央ＲＣをお迎えして 

末永  寛 ・三重中央ＲＣの皆様ようこそ 

林  良訓 ・三重中央ＲＣの皆様 ようこそ 

 

田中  守 

・台湾三重中央ロータリークラブの 

 皆様をお迎えして 

 

 

鎌野 孝和 

・２４周年自祝 

 三重中央ロータリークラブの皆様

 ようこそ 

 【ニコニコ箱】  小計 51,000円 今年度累計 169,000円 

出射 靖生 ・三重ロータリーの皆様ようこそ 

内山 正元 ・２４周年を祝して 

 

 

稲掛 英男 

・三重中央ロータリークラブの皆さ 

 んようこそ 記念例会出席ありが

 とうございます。 

 

万殿 慎二 

・台湾三重中央の皆様 

 ようこそ 

松尾 義平 ・三重中央扶輪社の皆様ようこそ 

児嶋 雄二 ・三重中央ＲＣの皆様をお迎へして 

瀬田 保二 ・三重の皆様ようこそ 

安田  勝 ・創立２４周年を祝って 

BOXへ 藤井文治郎 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 12,000円 今年度累計 47,000円 

 

内山 正元 

・三重中央ＲＣの皆様 

 ようこそいらっしゃいました。 

 

松尾 義平 

・三重中央ＲＣとの絆をより強くし 

 ましょう 

出射 靖生 ・記念例会に 

千田  適 ・台湾のロータリアンようこそ 

上山 泰弘 ・内山丸の舟出を祝って 

 

田中  守 

・京都西南ロータリークラブの会長、

 幹事様お世話になります。 

BOXへ 千田  適、藤井文治郎、田中  守 

 【米山奨学会箱】 小計 19,000円 今年度累計 53,000円 

松尾 義平 ・２４周年を迎えて 

山本 拓生 ・三重中央ＲＣの皆様ようこそ！ 

安田  勝 ・２４周年記念例会を祝して 

德田 正彦 ・三重中央ＲＣの方々をお迎えして 

出射 靖生 ・久し振りの雨ですね 

上山 泰弘 ・内山丸の舟出を祝って 

BOXへ 田中  守 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 2,000円 今年度累計  17,000円 

松尾 義平 ・２４周年を機により発展を 

 

     プログラム委員会よりお知らせ 

次週の例会（８月８日）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！！ 



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 会員増強委員会「委員会メンバーによる、増強井戸端会議」  

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

 

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】 

「楽しい会員増強」 

京都市 観光政策監 村上 圭子様 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

郵船ｸﾙｰｽﾞ㈱ 営業部専任部長 
藤田 萬世様 

「楽しい会員増強」 

「日本の歴史」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「第２回 アセンブリー ガバナー公式訪問に備えて」 

「ロータリーの原点を顧みて」 

編集者・ライター 黒田 正子さん 「上ル下ルの町に異変あり」 

クラブ・デー 会員増強クラブ・フォーラム 

「最近の京都観光～特に国際観光」 

「考えない葦～かくして夢の時代はやってくる？～」 

第１回クラブアッセンブリー「本年度活動方針」 

 

会員 古川 隆三様 

担当 会員増強委員長 横尾 浩志様 

京都医療科学大学 教授 林  茂樹様 

RI第2650地区会員増強・拡大委員会委員長 宮西 正伸様 

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 

「雄大なアラスカ」 

「未定」 

「放射線による最新のガン治療について」 

「夜間家族例会」の為、例会日時変更 

－第３回クラブ討論会－公式訪問前 

「神戸～清水～横浜 飛鳥Ⅱの楽しみ方＝11月6日～8日」 

「繊維加工業からシニアに特化した施設の賃貸へ」 菅原 貴也様 

楡  周平様 

クラブデー 

「ガバナー公式訪問所感」 RI第2650地区 ガバナー 坂本 克也様 

「被災地での支援活動の状況」 

－創立記念例会スピーチ‐ 

｢輝く瞳に逢いに行こう」 

 

 

京都ｼﾃｨ法律事務所 RI第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 嵯峨法夫様 

 

黒田 正玄会員 小野内悦二郎会員 皐月 邦右会員 

18：30～ 

会員スピーチ 岩本 美記代会員 

3360地区ﾀｲ国ﾁｪﾝﾗｲRC2013-2014会長 原田 義之様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

RI第2650地区 ガバナー 坂本 克也様 

陸上自衛隊関西補給処長兼宇治駐屯地司令陸将補 今浦 勇紀様 

８月２日 

（金） 

８月５日 

（月） 

８月６日 

（火） 

８月７日 

（水） 

８月８日 

（木） 

「会員増強の理論と実践」 

桂  正道様 鴇 明浩様 


