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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１１４０回例会 ２０１３年９月１２日（木） Vol.２４－１０ 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「小さい秋みつけた」 

  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 

 「宇治川の鵜飼」 

   鵜匠   江﨑 洋子様  
  閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．次週、2012~13年度決算総会を行います。 

２．９月１５日（日）第２６５０地区RLIパートⅡ

研究会が京都文教学園において行われ、当クラ

ブより千田会長エレクトが出席されます。 

３．先週行われました９月度定例理事役員会にお

いて新入会員 王会員には親睦委員会、ニコニ

コ委員会に内田会員、Ｒ財団・米山委員会に髙

橋会員の配属が追加となりましたのでお知らせ

致します。 

日 時  2013 年９月５日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、一口、髙橋、吉田、末永、 

  万殿、上原、中川、上山、林、松尾 

  田中各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．第４回クラブ討論会（職業奉仕）について10/17

３．秋の家族会について 10/20（日） 

４．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（日） 

５．ロータリー希望の風奨学金について 

６．嵐峡の清流を守る会への協力金について 

７．王さん委員会配属について 

８．会員増強について 

９．月次会計報告 

１０．その他 

次週例会 ９月１９日（木） 

クラブ・デー 第３回クラブ討論会（会員増強） 

「クラブの活性化は増強から」 

 RI第2650地区会員増強・拡大委員 

 京都洛西RC会員 

    平岡 弘行様 

江﨑 洋子（えさき ようこ）様 

１９７８年  岐阜県出身 

２００２年  嵯峨美術短期大学（現・京都嵯峨芸術 

  大学）研究生修了（専攻は現代美術） 

２００６年  宇治川の鵜飼見習いになる 

   （２００８年頃より一人で鵜飼をする 

  ようになる） 

２００７年  １０月から京都文教大学フィールドリ 

  サーチオフィス職員として勤務 

   主に宇治橋通り商店街にある「ぶん 

  きょうサテキャン宇治橋通り」の運 

  営、修学旅行受入プログラムなど中宇 

  治地域での学生たちによる地域連携活 

  動を担当 

２０１３年  鵜匠初めて８年目 

「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 

 

障がいのある人と家族のための 

レクリェーション２０１３ 

 

 日 時： １０月６日（日）  

  ９：００ 西京区役所もしくは境谷大橋 出発  

場 所： 伊賀の里モクモク手づくりファーム 

参加費： ３，０００円 
 

＜ｽｹｼﾞｭｰﾙ＞ 

９：００  西京区出発 

１０：３０  到着 

１１：００～１２：００ ﾓｸﾓｸ製品や地元食材を使ったﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 

１２：３０～１２：４５ ミニブタショー観覧 

１２：４５～１４：００ 手づくりウィンナー体験 

１４：００～１６：００ 自由解散 

１６：３０  出発  

１８：００頃  西京区到着予定 
 

多数のご参加お待ちしております。 



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１９日（木） クラブ・デー  

 第３回クラブ討論会（会員増強） 

１０月 ３日（木） １０月度定例理事役員会 

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『９月５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（８名） 出席者 ２３名（３名）９２．０％ 

８月２２日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 １００％ 

ご来客１名  

 
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  

＊多数のご参加をお願い致します。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計  12,000円 

 今日の歌   小さい秋みつけた 

作詞 ｻﾄｳﾊﾁﾛｰ 作曲 中田喜直 
 

 

誰かさんが 誰かさんが 

誰かさんが みつけた 

ちいさい秋 ちいさい秋 

ちいさい秋 みつけた 

めかくし鬼さん 手のなる方へ 

すましたお耳に かすかにしみた 

よんでる口ぶえ もずの声 

ちいさい秋 ちいさい秋 

ちいさい秋 みつけた 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  4,000円 今年度累計 47,000円 

BOXへ 松尾 義平、万殿 慎二、吉田  修 

田中  守 

 【米山奨学会箱】 小計 14,000円 今年度累計 119,000円 

 

内山 正元 

・（プロ野球の）楽天、ゴールまで 

 つっ走れ！ 

王   杲 ・地震がないように 

BOXへ 上原 従正、吉田  修、上山 泰弘 

松尾 義平、万殿 慎二、田中  守 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 15,000円 今年度累計  100,000円 

 

森  正廣 

・大坂様 本日はスピーチありがとう 

 ございます。 

吉田  修 ・大坂歩様のスピーチ楽しみに。 

 

出射 靖生 

・この夏は異常気象多発 

 被災地御見舞 

王   杲 ・皆様に有り難う 

BOXへ 万殿 慎二、松尾 義平、一口 茂樹 

上山 泰弘、稲掛 英男、田中  守 

BOXへ 上山 泰弘、児嶋 雄二 

 【ニコニコ箱】  小計 37,000円  今年度累計 314,000円 

 

内山 正元 

・大坂様、本日はよろしくお願いし 

 ます。 

一口 茂樹 ・少し涼しくなりましたね。 

安田  勝 ・秋が来ました 

田中  守 ・大坂歩様のスピーチが楽しみです 

末永  寛 ・大坂さんのお話を楽しみに 

稲掛 英男 ・大坂様のスピーチ楽しみに 

谷口 泰義 ・大坂歩様のスピーチを楽しみに 

万殿 慎二 ・大坂さんのスピーチ楽しみです 

 

森  正廣 

・熊野古道伊勢路の「馬越峠」は長 

 くて急な石畳 

松尾 義平 ・秋が近づいて来ました 

王   杲 ・受付になれるまで努力します 

林  良訓 ・亜熱帯地方ですね。 

吉田  修 ・９月に入りしのぎやすくなるか？ 

千田  適 ・涼しくなりました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！ 

出射 靖生 ・大坂様のスピーチ楽しみに 



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 

「ガバナー公式訪問とは何か」 京都ｼﾃｨ法律事務所所長 RI第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  

京都洛西RC会員 嵯峨 法夫様 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

 

【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】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【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】 

「会員スピーチ」 

㈱島津ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ 代表取締役 福永 秀朗様 

田中  桂子様 

「生涯パートナー」 

「ガバナー公式訪問所感」 

「京都で花開いた貴族文化」 

「向日神社について」 

祝日休会 

 祝日休会 

～敬老のお祝い～ 

「受託分析会社から見えてきた世の中の動き」 

新会員スピーチ 

第２回クラブアッセンブリー「公式訪問に備えて」 

地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会委員 彦根RC会員 安居 継彦様 

 

会員 中村翠嵐様 城山健太郎様 

 

会員 長谷川 善樹様 

㈱都市不動産鑑定所 栃岡 和子様 

祝日休会 

「会員増強の理論と実践」 

「クラブデー」 

－新世代部門ﾌｫｰﾗﾑ－「地区委員会の活動について」 

「バイオリニストを育てて」 

－新会員スピーチ－ 佐々木 貴朗様 鈴木 順也様 

日比 昌孝会員 黒竹 節人会員 草木 紘司様 

「ローターアクトとロータリー」 

祝日休会  

「新島譲、山本覚馬は京都をどのような 

  近代都市にしょうとしたか」 

｢華麗なる元禄文化～芭蕉・西鶴の世界～」 

第２回クラブ協議会 「公式訪問のための」 

六人部 是継会員 奥様 美恵子様 

RI第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 京都洛西RC会員 嵯峨 法夫様 

RI第2650地区新世代委員会  

委員 山田 高士様 

京都芸術研究舎 主宰 龍谷大学仏教文化 

研究所 客員研究員 飯沼 憲子様 

 

 

日本画家 日展会員・宝塚大学 造形芸術学部 教授 曲子 明良様 

平安装苑株式会社 代表取締役 福呂 一榮様 

RI第２６５０地区ガバナー 坂本 克也様 

【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】 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

９月１３日 

（金） 

【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】 18：30～ 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

９月１６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月1７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月１８日 

（水） 

18：00～ 

18：30～ 

京都西山 

京都さくら 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ  8：00～ 

９月１９日 

（木） 

「ガバナー公式訪問所感」 

近代史研究家 元名城大学講師 吉田 曠二様 

RI第２６５０地区ガバナー 坂本 克也様 

「絵とは 日本画とは」 


