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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１１３８回例会 ２０１３年８月２９日（木） Vol.２４－８ 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「月の沙漠」 

  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 

 会員スピーチ 

  「外で学んだこと」 

    谷口 泰義会員 

 閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．次週例会終了後、９月度理事役員会を開催いたし

ます。 

次週例会 ９月５日（木） 

 「わくわく ときめく プリンティングワーク」 

  大成印刷紙業㈱ 代表取締役社長 

      大坂  歩様 

◇例会日時臨時変更のお知らせ 

９月 ２日（月） 京都中ＲＣ 

ビジター受付は平常通り行われます 

８月３０日（金） 京都洛西ＲＣ 

ビジター受付はございません 

 

◇新入会員のご紹介 

去る８月２２日（木）の例会に於いて王 杲さんが入

会されましたのでお知らせ致します。 

 

王   杲（オウ コウ）さん 

１９６８年９月４日生 

職業分類 中国料理 

勤務先 ㈱長城 代表取締役 

 東山区三条大橋東入七軒町１６番地 

 TEL ７５２－８１８１ 

推薦者 瀬田 保二会員、稲掛 英男会員 

クラブ・デー 

 第２回クラブ討論会（新世代） 

今日の歌   「月の沙漠」 
 

加藤まさを作詞・佐々木すぐる作曲 

月の砂漠を  はるばると 

旅のらくだが  ゆきました 

金と銀との  くら置いて 

二つならんで  ゆきました 

   カンボジアミッションに参加して 

 

 IAC小谷卓士君と洛西高校中本彰先生が例会でスピーチ

されました。 

 初めに小谷君が、カンボジアを訪問し、現地での電気

や水道がない生活を体験し、日本での自分の生活がいか

に恵まれているかを体感したことを説明。同君は、現地

に残っている、犬をつかっ

ての地雷の捜索方法や探し

出した地雷の爆破の模様が

印象に残ったとのこと。 

 中本先生は、さすがに現

職の先生で、カンボジアの

市民生活や地区のミッショ

ンの様子を要領よく説明さ

れた。 

 自動車はレクサス、バイ

クはホンダと、富裕層の使

うものが街中で見かけられ

ること、雨季になるとメコン川の流れが逆流し、琵琶湖

の６倍の大きさの湖ができる様子を地図を参考にしなが

ら解説された。地区から文房具をプレゼントするプログ

ラムの中で,80人ばかりの子供に200本の色鉛筆を使って

絵を画いてもらった。作業が終わり、色鉛筆の数を数え

たところ、ただの一本も無くなっていないことに、子供

らの正直さに感心し、この国の将来の明るさを感じられ

たようです。 

          文責  内山 正元 

   京都府立洛西高等学校  

IAC 中本 彰先生    小谷 卓士君 



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

  ９・１０月の行事予定  

◆地区内行事 

 ９月 ６日（金） 第１回京都市内２４RC合同幹事会 

  ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 18：00～ 

 ９月１５日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） 

  第2650地区RLIﾊﾟｰﾄⅡ研修会 

  京都文教学園 9：45～17：00 

１０月 ５日（土） 第68回京都市内24RC懇親ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会 

  城陽ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

１０月１０日（木） 京都洛北RC創立40周年記念例会 

  ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 

  ◆クラブ内行事  

 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） 

１０月 ６日（日） 障害のある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ2013 

 伊賀の里ﾓｸﾓｸ手づくりﾌｧｰﾑ 

１０月２０日（日） 秋の家族会 ～鯛を釣りに行こう～ 

 フィッシングランド日向 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『８月２２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（８名）出席者名２４名（４名）９２．３％ 

８月８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．０％ 

ご来客２名  

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計  3,000円 今年度累計  10,000円 

王   杲 ・入会記念 

８月会員誕生日お祝い 

田中会員、上原会員、末永会員、会長 

万殿 慎二 ・王さんよろしくお願いします 

王   杲 ・入会記念 

 

吉田  修 

・王さんの入会 

 おめでとうございます。 

瀬田 保二 ・王 杲君をよろしく 

松尾 義平 ・王さんの入会 大歓迎します 

 【ニコニコ箱】  小計 31,000円 今年度累計 256,000円 

稲掛 英男 ・王さんの入会を祝して 

山本 拓生 ・王さん桂川ＲＣへようこそ 

一口 茂樹 ・ＩＭお疲れさまでした 

 

内田 勝彦 

・中本先生、小谷君 

 本日はありがとうございます。 

鎌野 孝和 ・Ｉｃｈｉｒｏはエライ 

德田 正彦 ・皆様 久しぶりです 

児嶋 雄二 ・早朝の散歩も暑いです 

森  正廣 ・暑さに負けず京都と丹後の墓まいり 

末永  寛 ・伊勢神宮 すごい人出でした 

出射 靖生 ・中本先生 小谷君 ようこそ 

BOXへ 田中  守 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計  7,000円 今年度累計  73,000円 

BOXへ 鎌野 孝和、万殿 慎二、田中  守 

 

 

吉田  修 

・お盆のまっ最中 

 西穂高独標（2701m）まで行ってき 

 ました。満足 満足。 

王   杲 ・入会記念 

 【米山奨学会箱】 小計 26,000円 今年度累計 92,000円 

BOXへ 藤井文治郎、鎌野 孝和、吉田  修 

内山 正元 ・王さんをお迎えして 

王   杲 ・入会記念 

安田  勝 ・王さんの入会を歓迎して 

出射 靖生 ・児嶋さん お世話になりました 

田中  守 ・王さんの入会を歓迎して 

稲掛 英男 ・まだまだ暑いですネ！ 

德田 正彦 ・残暑御見舞い 

谷口 泰義 ・暑さにまいっております 

BOXへ 藤井文治郎、田中  守 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  12,000円 今年度累計  34,000円 

 

内山 正元 

・中本先生、小谷君 

 ご苦労さまでした 

 

内田 勝彦 

・洛西高校 インターアクトクラブの 

 ご支援よろしくお願いします。 

王   杲 ・入会記念 

吉田  修 ・中本先生 小谷君 ようこそ！！ 

 

鎌野 孝和 

・洛西高校 インターアクトクラブ 

 の発展を願って 

 

森  正廣 

・インターアクト夏季研修報告 

 楽しみに 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０１３年９月１５日（日） 小雨決行 

時 間：   午前１０時～１１時 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、 

 桂川沿い  



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 「未定」 RI第2650地区青少年奉仕委員会 委員 湖南RC会員 石原 久歳様 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

新世代委員長 羽田  実様 

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】 

「ロータリークラブとローターアクト」 

奏者 工藤  隆様 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

㈱Ｔサポート企画 兼山 成文様 

「幸福都市京都の条件」 

～ガバナー公式訪問前クラブアッセンブリー～ 

「京都西北RCとの合同例会」 

新入会員自己紹介 

｢これからの年金制度について」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 「夏の親睦家族例会」開催の為、例会日時場所変更 

クラブ・デー -新世代クラブ・フォーラム- 

「アフターヌーン ジャズピアノ」 

「参議院選挙後の内外情勢」 

－新世代フォーラム－ 

特定非営利活動法人 山科醍醐 

こどものひろば 理事長 村井 琢哉様 

特定社会保険労務士 佐竹 康男様 

担当 新世代理事 森  俊次様 

RI第2650地区青少年奉仕委員会 委員 奈良西RC会員 下村 由加里様 

RI第2650地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会副委員長 宮本 研二様 

㈱電通 電通総研 研究主幹 袖川 芳之様 

「愛宕古道街道灯し」について」 

「世界の石油資源について」 

「未定」 

「市民の皆様のライフライン 上下水道 

～くらしを支え、安らぎと潤いをお届します～」 

「エコドライブで事故防止」 

-新会員ｽﾋﾟｰﾁ-「私の日々の生業、鉄道の仕事」 藏原  潮様 

同志社大学長 村田 晃嗣様 

「子どもたちとつくる貧困とひとりぼっちのないまち 

-山科醍醐こどものひろばの取り組みについて-」 

「興味津々な一期一会 -テニス・旅・写真-」 写真家 池田 博子様 

「絵を描きながら思うこと」 

｢未定」 

「第１回フォーラム 会員増強拡大月間」  

髙間 信和会員 資延  務会員 

元出光興産㈱京都支店長 京都東ＲＣ会員 別所 敬之様 

京都市公営企業管理者上下水道局長  

水田 雅博様 

 

18：30～ 

会員スピーチ 柴田  潤会員 

会員スピーチ 元氏 委員長 

漆造形作家・好謙漆工房主宰 京都東山RC会員 村田 好謙様 

＊ビジター受付はございません 

 

８月３０日 

（金） 

９月２日 

（月） 

９月３日 

（火） 

９月４日 

（水） 

９月５日 

（木） 

「老健は地域の一員として」 

イラストレーター 絵本作家 永田 萠様 

医療法人平盛会 介護老人保健施設  

ケア・スポット梅津 事務長 山田 裕喜男様 

「漆で表現する作品」 


