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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１１３７回例会 ２０１３年８月２２日（木） Vol.２４－７ 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

 今日の歌「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 

  入会式 

    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２回クラブ討論会（新世代） 

   京都府立洛西高等学校 IAC 中本 彰先生 

        小谷 卓士君 

閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．本日、王 杲さんの入会式を行います。 

２．８月１７日（土）第３組ＩＭが京都ホテルに於い

て開催されました。ご参加の皆様お疲れ様でし

た。 

会員誕生日お祝い   

  ４日 豊田弥八郎会員     １４日  末永 寛会員 

 １７日 田中 守会員 １７日 上原従正会員 

 ２６日 中川俊夫会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 万殿慎二会員夫人 美栄子様 

   ２１日 安田 勝会員夫人 多津枝様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 内田勝彦会員 総合ﾚﾝﾀﾙ㈱ﾚﾝﾄｵｰﾙ京都 

 

８月おめでとうございます 

次週例会 ８月２９日（木） 

 会員スピーチ 

 「外で学んだこと」 

    谷口 泰義会員 

◇例会日時臨時変更および休会のお知らせ 
 

８月２７日（火） 京都洛南ＲＣ 

８月２８日（水） 京都ＲＣ、京都西北ＲＣ 

８月２９日（木） 京都南ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

「心身・柔かく・ 

爽快に！」 

2013-14年度 第１回炉辺会合のお知らせ 

 

本年度第１回炉辺会合を９月末日迄に開催いただき、会

合終了後には事務局宛へ報告お願いします。 

＊テーマ 

「創立２５周年に向けて」 

クラブ管理運営委員長 末永  寛 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 森 末永 
 鎌野、出射、藤井(敏)、 

 千田、内山、上山、万殿 

2 安田 德田 
 一口、稲掛、中川、田中、児嶋  

 豊田、内田、吉田、大森 

3 谷口 藤井(文) 
 林、近藤、松尾、瀬田、王 

 上原、山田、山本、髙橋 

㈱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 

 「友よ！」 

 
作詞 平松正典  作曲 藤山一男 

 

（１）友よ我等のロータリー 

奉仕の理想をかざしつつ 

真実・公平・友情を 

ともに歌わん 高らかに 

友よ我等はロータリアン 

 

（２）友よ我等のロータリー 

世界の平和をめざしつつ 

果てなく広がる友愛を 

ともに願わん とこしえに 

友よ我等はロータリアン 

山田 ヤヨイ様 

 



会員増強拡大月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計  5,000円 今年度累計   7,000円 

BOXへ 田中  守 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  3,000円 今年度累計  22,000円 

 

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
！

 

 【米山奨学会箱】 小計  2,000円 今年度累計 66,000円 

  ８・９月の行事予定  

◆地区内行事 

 ８月２５日（日） IAC夏季研修報告会並びに 

  提唱RC委員長会議  ｻﾞ・ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞH 

 ９月 ６日（金） 第１回京都市内2２４RC合同幹事会 

  ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 18：00～ 

  ◆クラブ内行事  

 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８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（８名）出席者名２１名（４名）８４．０％ 

７月２８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．０％ 

ご来客３名  

一口 茂樹 ・毎日暑いですね 

京都城陽ＲＣ 

喜多 浩直様 

・本日よろしくお願いします 

 

 

末永  寛 

・高塚君を偲んで 

 早いもんで２年がたちました 

 

 

森  正廣 

・上高地から蝶ヶ岳登山 

 ２泊３日のゆったり山行 

 槍、穂高面前、富士山もバッチリ 

松尾 義平 ・熱中症に注意 

 

 

谷口 泰義 

・松尾国際奉仕委員長の三重のおも 

 てなし本当にごくろうさんでした 

 謝々 

 【ニコニコ箱】  小計 28,000円 今年度累計 225,000円 

 

内山 正元 

・朴様、今日は楽しみにしておりま 

 す。 

 

内田 勝彦 

・パクさん 

 初めましてよろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・本日のスピーチタイム 

 楽しみです。      BOXへ 

BOXへ 児嶋 雄二 

田中  守 ・朴様のスピーチが楽しみです 

 

稲掛 英男 

・朴 璟美さんの 

 スピーチが楽しみに 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 10,000円 今年度累計 66,000円 

 

内山 正元 

・山田ヤヨイ様、アシスタント 

 ご苦労様です。 

BOXへ 田中  守 

森  正廣 ・本日はヨガで若返りましょう 

吉田  修 ・高塚さんを偲んで 

稲掛 英男 ・まだまだ暑いですネ 

上原 従正 ・暑中お見舞 

万殿 慎二 ・パクさん楽しみにしています 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 

内田 勝彦 

・本年度もインターアクトニコニコ 

 箱をよろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・追悼 

 高塚勝巳君 

安田  勝 ・ポリオ撲滅を願って 

 

 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。 



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 「第１回クラブフォーラム」  

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

クラブ管理運営委員長 伊東 一壽様 

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】 

「クラブ・デー」 

2650地区会員増強拡大委員長 宮西 正伸様 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

「低侵襲医療のための医学VR技術の展開例」 

「経営者のためのメンタルヘルスチェックポイント」 

「アンサンブル、ロタムジカ、ミニコンサート」 

第３回アセンブリー ガバナー公式訪問 

｢会員増強を考える」 

染色画家 京都精華大学 

教授 鳥羽 美花様 
「日越外交関係４０周年を迎え－残された風景・ﾍﾞﾄﾅﾑを描き続けて」 

「国々は国境なき時代をどう共有するのか」

「楽しい会員増強」 

「京都南RACとの合同夜間例会」 

－クラブ管理運営フォーラム－ 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

会員 髙津 博行様 

同志社大学大学院ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科教授 
 浜 矩子様 

 

 

会員 高橋  隆様 

「古美術の相場と見極め」 

「京都洛西ＲＣとの合同例会」18：00～ 

「クラブデー」 

「スーパーサーズデー」 

「ﾚｰｼﾝｸﾞｶｰ開発技術でつくるCFRP製品」 

「納涼夫人同伴夜間例会の為、例会臨時変更」 

「夜間例会」 ＊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 

「ガバナー公式訪問」 

－納涼家族例会ため、例会日時場所変更－ ＊ビジター受付はございません 

－新会員スピーチ－ 

～音楽例会～ 

「剣詩舞」  

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

東ﾚ・ｶｰﾎﾞﾝﾏｼﾞｯｸ㈱ 取締役副社長 奥 明栄様 

 

18：30～ 

有限会社 居原田 代表取締役 居原田芳樹様 

正親流平安研心館 上師範 岡田 正麗様 三上 ひとみ様 

 

山下景子様 伊藤千代子様 伊藤哲雄様 

㈱総合心理研究所 代表取締役  
総社RC会員 秋山 幸子様 

８月２３日 

（金） 

８月２６日 

（月） 

８月２７日 

（火） 

８月２８日 

（水） 

８月２９日 

（木） 

社会奉仕フォーラム（嵐山こども相撲大会） 

田中  恭介様  東郷 尚文様 

 


