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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」 

RI会長 ロン Ｄ.バートン氏 

-Engage Rotary Change Lives- 
2013～14RIﾃｰﾏ 

-from Your Good to Our Good- 

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１１４１回例会 ２０１３年９月１９日（木） Vol.２４－１１ 

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 

    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 

   閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．９月１５日（日）第２６５０地区RLIパートⅡ

研究会が行われ、千田会長エレクトが出席され

ました。 

２．９月１５日（日）嵐峡の清流を守る会「河川

清掃活動」は台風の影響による強い雨のため中

止となりました。 

次週例会 ９月２６日（木） 

-新会員スピーチ- 

「仕事と趣味」 

    王   杲会員 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

１０月 ７日（月） 京都中ＲＣ 

１０月 ９日（水） 京都西北ＲＣ 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 ９月２６日（木） 京都さくらＲＣ 

１０月 ３日（木） 京都洛北ＲＣ 

１０月１０日（木） 京都洛北ＲＣ 

１０月１１日（金） 京都紫竹ＲＣ 

＊ビジター受付はございません 

平岡 弘行（ひらおか ひろゆき）様 

誕  生 1955年（昭和30年）5月13日  

昭和53年3月 立教大学経済学部 経済学科卒業 

職業分類  社会福祉施設 

役  職  社会福祉法人 フラットビュー福祉会 

 理事長 

2008年（平成20年）10月24日 京都洛西RC入会  
 

 ＜地区関係＞ 

 2012〜2013  地区会員増強拡大委員会 委員 

 2013～2014  地区会員増強拡大委員会 委員 
 

 ＜クラブ関係＞  

 京都洛西ロータリークラブ 

 2011〜2012 会員増強理事 

 2012〜2013 幹事 

 2013〜2014 クラブ奉仕理事  

2013-14年度 第１回炉辺会合第２・３班報告 
 

 ９月７日(土) ２班、３班合同炉辺会議が藤井文治郎会

員の糸屋ホテルで実施されました。 

懇親会が始まる３０分前に集合して、藤井会員にホテルの

豪華な客室を見学させて頂きました。 

合計13名の参加で炉辺初参加の王会員、そして休会中の

山田会員が参加していただきました。 
 

 たまたま、クラブ長寿No.１、No.２、No.３の会員がそろって

の参加がありまして、吉田会員が(祝いの歌)を熱唱してい

ただきました。 

美味しい料理を頂きながら、２５周年の事やロータリーにつ

いてに語り合い楽しく有意義な時間を過ごす事ができまし

た。 
 

出席者：安田、谷口、一口、児嶋、田中、吉田、藤井(文) 

 松尾、瀬田、王、上原、山田、高橋各会員 

 

 

 

 

 

「宇治川の鵜飼」 
 

 鵜匠   

 江﨑 洋子様  

◇事務局移転のお知らせ 

京都嵯峨野ＲＣが９月２０日（金）より事務局を移転

されます。 

 新事務局 〒604-0052 

中京区油小路通押小路下る押油小路町245番地 

ライオンズマンション二条城東107号 

電話番号・FAX番号はかわりません 



新世代月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  ９・１０月の行事予定  

◆地区内行事 

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 

１０月１４日（祝） 西京高校IAC創立４０周年記念例会 

  ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 12時受付 

◆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） 

 2012-13年度臨時理事役員会 

 創立25周年実行委員会 

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１２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（８名） 出席者 ２２名（４名）８４．６％ 

８月２９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３％ 

ご来客２名  

会員誕生日お祝い   

   ４日 王  杲会員         ６日  万殿慎二会員 

   ８日 山田芳弘会員 １３日 谷口泰義会員 

 ２８日 出射靖生会員 

 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 山本拓生会員夫人 真由美様 

   １５日 髙橋英明会員夫人 友子様 

 

結婚記念日お祝い 

 １５日 稲掛英男会員 
  

創業記念日お祝い 

  １日 千田 適会員 法律事務所なみはや 

  １日 末永 寛会員 (有)インテリア末永 

  ６日 森 正廣会員 六和証券㈱ 

 

９月おめでとうございます 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計  12,000円 

BOXへ 鎌野 孝和 

 【ニコニコ箱】  小計 19,000円  今年度累計 333,000円 

内山 正元 ・江﨑様、お話を楽しみにしています 

出射 靖生 ・又、台風がやって来そうですね 

 

藤井文治郎 

・先日は大勢お越しいただきまして 

 ありがとうございました 

 

森  正廣 

・八王子高尾山から御前崎へ酒のみ 

 旅行 

 

田中  守 

・谷口さん 楽しい家庭集会 

 ありがとうございました。 

王   杲 ・炉辺会楽しかった 

 

一口 茂樹 

・谷口さん 安田さん 

 ありがとうございました 

瀬田 保二 ・江﨑様のお話しを楽しみに 

 

稲掛 英男 

・鵜匠 江﨑洋子様のスピーチ 

 楽しみに 

 

吉田  修 

・江﨑 鵜匠様  

 よろしくお願いします  

児嶋 雄二 ・江﨑さんのスピーチ楽しみに！ 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  3,000円 今年度累計 50,000円 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

田中  守 ・江﨑洋子様のスピーチが楽しみです 

 【米山奨学会箱】 小計 15,000円 今年度累計 134,000円 

 

森  正廣 

・江﨑洋子様 

 本日はありがとうございます。 

上原 従正 ・残暑お見舞 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、稲掛 英男 

田中  守 

 

安田  勝 

・谷口さん、藤井さん、吉田さん炉 

 辺お世話になりました。 

 

谷口 泰義 

・炉辺 ２班３班合同会議 

 有難うございました 

出射 靖生 ・江﨑様のスピーチ楽しみに 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 8,000円 今年度累計  108,000円 

 

内山 正元 

・２０２０年オリンピック東京開催 

 決定、まずは、おめでとう！ 

 

吉田  修 

・森さん 素晴しいスピーカーをお招 

 きいただきありがとう！！ 

 

千田  適 

・本日、途中退席します。 

 申し訳ありません。 

BOXへ 万殿 慎二、鎌野 孝和 

 

 

 

田中  守 

・藤井さん 家庭集会ではお世話に 

 なりました。 

 美味しい料理ありがとうございま 

 した。 



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 

「第1回はぐるま例会」 
＊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 ◆ 

中小企業ﾊﾞﾝﾁｬｰ総合支援ｾﾝﾀｰ  

販路開拓ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 八尾佳寛様 

【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】 

「ＶＴＴについて」 

京都大学大学院経済研究科研修員 小山 大介様 

京都府立桃山高等学校 校長 
 気象予報士 滋野哲秀様 

「クラブ奉仕の理論と実践」 

「提唱ロータリークラブとローターアクトクラブ」 

「小学校 外国語活動の実際」 

～英語を使ったｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動を通して～ 

「陽子線がん治療について」 

祝日休会 

 祝日休会 

「イチロー偉業、一流とは何か」 

「ＴＰＰと日本経済・地域経済への影響」 

「光の時代21世紀-環境・ｴﾚﾙｷﾞｰ・産業振興-」 

「帰りたくても帰れない」一刻も早い拉致問題解決を 

CAREER LABO主宰 ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 小松 仁美様 

 

ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家 小松 成美様 

メディアアーティスト 京都造形芸術大学 教授 銅金 裕司様 

河地 妙美様 

会員 橋本 長平様 

祝日休会 

「ガバナー公式訪問所感」 

「東北 こけし文化の伝承」 

｢経費ｾﾞﾛ！ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱのＰＲ活用！」 

「次代を担う人材育成（公立高校の学校経営）」 

「リアリティのある虚の空間」 日本画家、(財)松伯美術館 館長 上村  淳様 

一般財団法人ﾚｰｻﾞｰ学会会長 中井 貞雄様 

「自律型人材を育てる 

ホスピタルティ・コミュニケーション」 

祝日休会  

「ひとりで悩まずに-心の現場から-」 

「生き物としての企業と会計と経営者」 

「ガバナー公式訪問所感」 

福井県立病院陽子線がん治療ｾﾝﾀｰ 講師 医学物理士 佐々木様 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

ピースライフジャパン 代表 今井 秀司様 

京都監査法人 ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ・ﾊﾟｰﾄﾅｰ 松永 幸廣様 

 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

 

京都市教育委員会 指導主事 中村 理恵様 

RI第２６５０地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長  
水口ＲＣ会員 米山 克巳様 

【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２０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２３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

９月２４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

９月２５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２６日 

（木） 

新世代フォーラム 

京都いのちの電話 常任理事 事務局長 平田眞貴子さん 

 

「スーパーザーズデー」 


