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「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１１３６回例会 ２０１３年８月８日（木） Vol.２４－６ 

１．次週の例会（８/１５）は休会です。 

２．８月１０日（土）米山奨学委員長会議が開催され

田中Ｒ財団・米山委員長が出席されます。 

３．８月１７日（土）第３組ＩＭが京都ホテルに於い

て開催されます、よろしくお願い致します。 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「千の風になって」 

  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 

 「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 

    閉会点鐘  13：30 

プログラム 

日 時  2013 年 8 月 1 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、千田、髙橋、吉田、末永、 

  万殿、上原、中川、松尾各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．第２回クラブ討論会（新世代）について8/22 

４．第３回クラブ討論会（会員増強）について9/19 

５．秋の家族会について 10月 

６．障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝについて 10/6

７．インターアクト前年度決算の承認など 

８．新入会員について 

９．その他 

次週例会 ８月１５日（木） 

－休会－ 

◇ 例会日時臨時変更および休会のお知らせ 
 

８月１２日（月） 京都西ＲＣ 

８月１３日（火） 京都洛中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 

８月２８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、京都西北ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません 

朴 璟美様（パク キョンミ） 

1970年  8月10日 韓国忠北生まれ 

1988年  2月    Mege high shool卒業 

1993年  2月   ソウル通訳学院 

     日本語通訳観光案内国家資格取得 

2003年  3月   脳科学とヨガ修練を学ぶ 

     韓国にてヒーラーコース卒業 

2005年  6月  来日。京都でヨガスタジオ運営 

2010年10月  ヒーリングヨガスタジオ㈱PKM設立 

2013年  6月   「京都の自分を変えるヨガ教室」 

     リニューアルオープン 

 

    2013-14年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区  

第3組 ＩＭのご案内 
 

日 時： ８月１７日（土） 

 呈茶席 １１：００～１３：００ 

 受 付 １２：３０ 開会 １３：３０ 

 懇親会 １７：３０～ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 
 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ： 京都西北ＲＣ 

 

秋の家族会のご案内 

～鯛を釣りに行こう～ 

 

 日 程： １０月２０日（日）  

    

 場 所： フィッシングランド日向 

   福井県三方郡美浜町日向33-4番地 

◇ファミリーイカダ（２時間） 

◇サオ、エサ付 

◇小物は釣り放題！（季節によって種類変更あります） 
◇大物は大人２尾、小人１尾まで無料で持ち帰り可！ 

◇釣り道具、エサは持ち込み禁止です。 

 

詳細が決まり次第、おハガキにてご案内致します。

多数のご参加お待ちしております。 

必
ず
釣
れ
ま
す
！

 

 

「フランス・パリに住んで」 

オダン・末永 典子様 



THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA  

 

三重中央ロータリークラブ訪日に当たって 

                         国際奉仕委員会 松尾義平 

ＴＥＩＮ会長以下２８名の会員家族が、当クラブ２４周年記念例会参加のため、２７日１２：００着の中華航空機で来日さ

れました。 

当クラブより内山会長夫妻、一口幹事、安田初代会長、万殿親睦、中川夫人、松尾国際、以上７名がお迎えに上りま

した。 

到着遅れ、通関の混雑等でバスに乗車出来たのは１３：３０、昼食会場である関空ワシントンホテルのランチバイキング

のクローズが２：３０で、記念撮影も省略する忙しい出迎えとなりました。 

当初は、当クラブがバスを用意し、昼食も当方持ちの予定でしたが、三重中央の強い申し入れで、バス、昼食代は三

重中央の負担となりました。 

２：３０昼食後、京都へ向け出発１６：００ホテルに到着、

１８：００、ウェルカム会場、庄やへ、当クラブ会員家族 

２６名が参加され、総勢５４名の賑やかな歓迎会となり

ました。少し窮屈な席でしたが、其の分濃密な交歓が

出来ました。皆様のご協力に心よりお礼申し上げます。

２０：３０・・ＰＰ，ＨＩＳＡＯさんの締めの挨拶で解散しまし

た。 

２８日 ９：００・・京都府南丹市美山町の茅葺の里に向

け出発、案内役 内山会長夫妻、安田、上山夫妻、娘

さん、松尾。 

約２時間行程、京都縦貫道経由、園部インター前光悦道の駅休憩後、約一時

間山道を揺られ、目的地、茅葺の里１１：００に到着、５０戸ほどの集落に３０戸

の茅葺住宅があり、台湾の人がどのような反応を示すのか、気になりました

が、興味津々で、関西地方の田舎の古民家風景を満喫されました。 

１２：００・・昼食会場へ、 第３セクターで運営の河鹿荘で、由

良川源流が流れる場所にあり、川遊びで子供たちの歓声が

聞こえるのどかなところ、ビールで乾杯、たまたま同席の小

学生グループが、食事前に感謝の歌、すばらしい合唱で満

場の拍手、三重の人たちにどのように写ったでしょうか。  

よかったです。 

１：３０・・帰路へ途中何事もなく３：３０・無事ホテル到着。 

１８：００開始の記念例会については、皆さんご出席でしたの

で割愛します。 

 なお三重中央の皆さんは、２９日

８：００ 四国方面観光に向け出発

されました。 



 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

児嶋 雄二 

・オダン・末永さんのスピーチ楽し 

 みに 

一口 茂樹 ・記念例会 ありがとうございました 

会員ご夫人 

鎌野幸子様 

・オダン・末永典子様 

 今日は拝聴に参りました 

林  良訓 ・早退おわび 

上原 従正 ・典子さんのスピーチを楽しみに 

 

稲掛 英男 

・オダン・末永様のスピーチ楽しみ 

 に 

 

吉田  修 

・末永さんのお嬢様のスピーチ楽し 

 みに 

 

安田  勝 

・オダン・末永典子さんのお話し楽し

 みです。 

 【ニコニコ箱】  小計 28,000円 今年度累計 197,000円 

末永  寛 ・娘がスピーチさせていただきます 

 

内山 正元 

・オダン・末永典子様、 

 本日はどうぞうよろしく 

出射 靖生 ・週末より熱中症 要注意 

森  正廣 ・姉の三回忌終えました。 

BOXへ 千田  適、上山 泰弘、吉田  修 

鎌野 孝和 

 【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 

・２４周年記念式典に出席の皆様、 

 ご苦労様でした。 

谷口 泰義 ・雨んなか宝ヶ池もよかとこだ 

 

出射 靖生 

・集中豪雨大変ですね 

 もう少し分散してほしいものです 

 

森  正廣 

・群馬県下仁田温泉「清流荘」 

 コテージ風の良い温泉 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 2,000円 今年度累計   19,000円 

 【米山奨学会箱】 小計 11,000円 今年度累計 64,000円 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 9,000円 今年度累計 56,000円 

 

吉田  修 

・記念例会 欠席しました。 

 楽しそうで良かったですね 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、上山 泰弘 

  ８・９月の行事予定  

◆地区内行事 

 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） 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『８月１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１８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客２名  

 

今回の訪問について、１１月開催の２５周年を見据えて、初代会長、幹事を始め多くの方が参

加されたました。これは節目の年を強く意識されたものと推察いたしまして、当クラブとしても１

１月には多くの会員家族が訪問すべきと思います。会員の皆様訪台スケジュール調整を宜し

くお願いします。 

終わりにあたり、今回の三重中央への歓迎プラン実行にあたり、ご協力いただいた皆様に心

よりお礼申し上げまして報告と致します。 

 

上原 従正

・自院の改築終了し新たな気持ちで

 診療に励みます 



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 休会 ＊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】 

休会 

＊ビジター受付はございません 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

＊ビジター受付はございません 

「仕出し屋に嫁いで、老いの愚見。」 

「経営品質向上ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ20年目に向けて」 

「雑感－ガバナーを終えて」 

「第１回ﾌｫｰﾗﾑ会員増強について」 

休会 

＊ビジター受付はございません 休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

＊ビジター受付はございません 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

＊ビジター受付はございません 

＊ビジター受付はございません 

＊ビジター受付はございません 

井傅女将 井山 順富さん 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 ＊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 

休会 

「ワインとワイングラス」 ㈱松浦食器店 代表取締役社長 松浦 吉洋様 

休会 

休会 

－納涼家族例会のため、例会日時変更－ 

会員増強 委員長 久保俊介様 副委員長 長谷川太一様 

＊ビジター受付はございません 

＊ビジター受付はございません 

＊ビジター受付はございません 

＊ビジター受付はございません 

18：30～ 

＊ビジター受付はございません 

＊ビジター受付はございません 

＊ビジター受付はございません 

RI第2650地区 パストガバナー 河本 英典様 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ﾌｫﾙﾃ 代表 山本 知美様 

８月９日 

（金） 

８月１２日 

（月） 

８月１３日 

（火） 

８月１４日 

（水） 

８月１５日 

（木） 

休会 

＊ビジター受付は平常通り行われます 


