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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１１３９回例会 ２０１３年９月５日（木） Vol.２４－９ 

開会点鐘                                    12：30        

  国家「君が代」 

 ロータリーソング「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  

「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 

  閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．本日例会終了後、９月度理事役員会を開催いたし

ます。 

２．本日例会終了後、事務局に於いて前年度会計監査

が行われます。決算総会は１９日（木）を予定し

ております。 

３．明日、６日（金）第１回京都市内２４RC合同幹事

会が開催され、当クラブより一口幹事が出席いた

します。 

次週例会 ９月１２日（木） 

「宇治川の鵜飼」 

   鵜匠   江﨑 洋子様  

◇例会日時臨時変更のお知らせ 

９月１２日（木） 京都西山ＲＣ 

ビジター受付はございません 

 

 

 

大成印刷紙業㈱ 大坂  歩様（おおさか あゆみ） 

京都生まれ 京都育ち 

立命館大学経営学部卒 体育会馬術部所属 

ビジネスブレイン太田昭和 入社 ３年目に退社 

ワーキングホリデービザでオーストラリアへ渡航 

１年後帰国 

実父の営む 大成印刷紙業㈱へ入社 

全日制の京都府立専門技術学校に通いDTPを学ぶ 

2005年 代表取締役社長に就任 

現在に至る 

会員スピーチ 

  「外で学んだこと」 

    谷口 泰義会員 

２０１３～２０１４年度 地区大会 

 

 日程： ３月２９（土）・３０日（日） 

 会場： 国立京都国際会館 

 グランドプリンスホテル京都 

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：京都八幡ＲＣ 
 

＜２９日＞ 

14：00‐16：00 会長・幹事・地区委員長会議 

17：00‐19：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 

＜３０日＞ 

  7：30‐8：30 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

10：00‐11：30 新会員セミナー 

10：00‐11：30 青少年交流会 

11：30 受付 

12：45‐ プロローグ～京小町踊り子隊 

13：00‐16：20 大会本会議 

 記念講演（松野文俊氏） 

17：00‐18：30 大懇親会 

 

＜記念講演＞ 

松野 文俊（まつの ふみとし）氏 

京都大学 工学研究科 教授 工学博士 

特定非営利活動法人国際レスキューシステム研究 

機構副会長 



新世代月間 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） 障がい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２９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％ 

ご来客１名  

 【米山奨学会箱】 小計 13,000円 今年度累計 105,000円 

BOXへ 千田  適、林  良訓、吉田  修 

稲掛 英男、田中  守 

出射 靖生 ・谷口さんのスピーチ楽しみに 

森  正廣 ・王さん入会おめでとうございます 

王   杲 ・入会が出来てうれしい 

上原 従正 ・残暑お見舞 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  9,000円 今年度累計  43,000円 

 

谷口 泰義 

・下手なスピーチをおこらないで 

 下さい 

安田  勝 ・王さんの入会を祝して 

 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  

出射 靖生 ・暑さも少しましですね 

児嶋 雄二 ・谷口会員のスピーチ楽しみに！ 

稲掛 英男 ・谷口さんのスピーチ楽しみに 

田中  守 ・谷口会員のスピーチが楽しみです 

 【ニコニコ箱】  小計 21,000円 今年度累計 277,000円 

一口 茂樹 ・谷口さん スピーチ楽しみです 

王   杲 ・入会が出来てうれしい 

 

内山 正元 

・シリアの紛争が、拡大しませんよ 

 うに。 

千田  適 ・久しぶりの出席です。 

 

森  正廣 

・立命館大学憲法研修会 同窓会を 

 楽しみました 

林  良訓 ・お久しぶりです 

吉田  修 ・炉辺会合 ２連チャン楽しみです 

内山 正元 ・朝顔や一輪深き淵の色（蕪村） 

 

一口 茂樹 

・内山会長、髙橋さん 

 先日はありがとうございました 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 12,000円 今年度累計  85,000円 

 

山本 拓生 

・菅平高原に行ってきました。 

 合宿でなければいいところです。 

万殿 慎二 ・谷口会員のスピーチ楽しみです 

BOXへ 千田  適、田中  守 

吉田  修 ・次週 例会欠席お詫び 

王   杲 ・入会が出来てうれしい 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計  2,000円 今年度累計  12,000円 

BOXへ 上原 従正 

 

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
！

 



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２回クラブフォーラム １０周年について」  

◆ 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】 

「クラブ・フォーラム～魅力あるクラブ運営～」 

2650地区青少年交換委員長 北之坊 和代様 

18：30～ 

 8：00～ 

18：00～ 

ｼﾞｪﾄﾛ新興国進出支援専門家 

 桐山 洋一様 

-イニシェーションスピーチ-「自己紹介」 

「ご当地ｸﾞﾙﾒでまちおこし～伏見稲荷寿司ひろめ隊の取り組み～」 

「仲間を増やそう」 

第２回フォーラム 青少年奉仕について 

｢グローバル人材の育成について」 

㈱若林広幸建築研究所 代表 若林 広幸様 「京の景観」 

-スピーチ—「自然の中で作陶する」 

「青少年交換委員会について」 

「産業振興・地域振興に対する思い」 

＜休会＞（創立35周年記念ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ） 

 

京都市立西京高等学校校長 村上 英明様 

陶芸家、日本芸術院会員、文化功労者 今井 政之様 

立命館大学体育会ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ部 監督  

京都ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ協会 理事 高橋 誠様 

 

会員 内畑  一様  

「米山奨学を知ろう。」 

-新入会員ｽﾋﾟｰﾁｰ「公認会計士の世界」 

「フェンシングの基本的なルールと学生スポーツ」 

－会員ｽﾋﾟｰﾁ－「最近の医学のﾄﾋﾟｯｸｽ Part2」～知ってほしいものから雑学まで～ 

「海外進出、いつやるの？今でしょう！～今なら、ｼﾞｪﾄﾛ専門家が、 

あなたの企業を個別に担当いたします～」 

「地域と共にある学校づくり 

-御所南小学校の取組みをとおして-」 

京都市教育委員会 指導部 学校指導課 参与  

元御所南小学校 校長 村上美智子様 

京都府 副知事 山下 晃正様 

クラブ・デー 

第２回クラブフォーラム（クラブ奉仕部門）  

「労働基準監督官の仕事」 

｢萬葉集の相聞歌」 

「後世にどんな人として 憶えていてほしいか？」 

青少年奉仕 委員長 中小路宗俊様 片岡 昭様 

市田  龍様 

太田 和夫会員 

京都大学大学院 准教授 佐野  宏様 

18：30～ 

会員スピーチ 脇 巖会員 

脳HOWﾌﾟﾛｼﾞｭｰｻｰ協会代表  

森山 裕輔様 

RI第2650地区新世代委員会 委員  

京都南RC会員 山田 高士様 

国際ロータリー第2650地区パストガバナー 平井 義久 様 

㈱ﾋｭｰﾏﾝｳｪﾌﾞ 代表取締役  
杉山 大門様 

９月６日 

（金） 

９月９日 

（月） 

９月10日 

（火） 

９月１１日 

（水） 

９月１２日 

（木） 

ふれあい例会 

京都南労働基準監督署 署長 前田 瑞恵さん 

 

「青少年育成奉仕（教育）が、日本の未来を築く」 


