
京都桂川ロータリークラブ THE ROTARY CLUB OF  

DISTRICT 2650 CHARTERD AUGUST 21.1989 

2013～14京都桂川RC 

会長ﾃｰﾏ 内山 正元 

【姉妹クラブ】 台湾三重中央ロータリークラブ 

【友好クラブ】 札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱インターアクトクラブ】  

  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 

創 立 

クラブカラー 

事務局 

ホームページ 

メールアドレス 

1989年(平成元年)７月２７日 

ライトブルー 

〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

京都センチュリーホテル内 

TEL(075)344－5000  FAX(075)344－1340 

http://katsuragawarc.com/ 

katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

例会日  木曜日  12：30～13：30   例会場  京都センチュリーホテル 

201３.９.２６ No.1142Vol.24-12 
2013～2014 

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１１４２回例会 ２０１３年９月２６日（木） Vol.２４－１２ 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「とおりゃんせ」 

  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 

 -新会員スピーチ- 

 「仕事と趣味」 

    王   杲会員 

    閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．次週例会終了後、１０月度定例理事役員会を

開催いたします。 

次週例会 １０月３日（木） 

「『色』って不思議！ 

   『心』と『体』も元気になります！ 」 

   Ｓｕｎ．smile．color主宰  
    山田 ヤヨイ様 

2013-14年度 第１回炉辺会合第１班報告 
 

日 時 平成２５年９月１４日(土） 

 午後５時３０分より 

場 所 宇治川鵜飼「宇治川観光通船貸切船」 

参加者 末永・鎌野・吉田・内山・千田・上山・森の各会員 

    吉田末子・内山咲子・森美代子の会員家族１０名 
 

 宇治塔の島前、本日の料理提供の「辰巳屋」さんに集

合し、早速貸切船に乗船。台風の影響を心配しましたが

絶好の鵜飼日和となりました。まずは、２５周年の成功

を期しビールで乾杯したあと、吉田

さんから先日の江﨑洋子さんの鵜

飼の話を３人の女性に説明があり、

盛り上がってまいります。 

 アユの塩焼きなど風流鵜飼弁当

を頂き、お酒も入り話がはずみます。夕闇が近ついて、

いよいよ鵜飼本番です。 

  江﨑さんから鵜飼の説明が有り、先輩鵜匠の沢木

万里子さんが先発で６羽の鵜を操ります。うまくアユ

の取り出しに成功。 

 １往復したあと、江﨑洋子さんの出番です。同じく１

往復。こちらも無事にアユ取り成功です。鵜のかみ跡を

見てみたかったですね。 

    岐阜長良川・嵐山の鵜飼を何度も観ましたが、宇治

川の鵜飼のほうが川が狭いので近くで観え、また女性

の鵜匠のせいか繊細で優雅に感じました。 

 

 

 

 

 
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 

 
← RLI研修会に参加の 

 千田会員 

通りゃんせ  通りゃんせ 

ここはどこの  細道じゃ 

天神様の  細道じゃ 

ちっと通して  下しゃんせ 

御用のないもの  通しゃせぬ 

この子の七つの  お祝いに 

お札を納めに  参ります 

行きはよいよい  帰りはこわい 

こわいながらも 

通りゃんせ  通りゃんせ 

 

↑９月会員誕生日お祝い 

出射会員、王会員、会長、谷口会員、万殿会員 

今
日
の
歌 

「と
お
り
ゃ
ん
せ
」 



新世代月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 

   「新世代育成講演会」のご案内 
 

地区新世代育成基金特別委員会主催の「新世代 

育成講演会」が開催されます。参加希望の方は 

事務局までお知らせください。 

 
  

【日 時】 １１月２日（土） 

 講演会 １３：３０より受付 

 １４：００開会 １６：３０閉会 

【場 所】 立命館大学朱雀キャンパス 

 （JR二条駅南、地下鉄二条駅直近） 

     ※駐車場はございません。公共交通 

  機関にてご来場ください。 

【講 師】 古川 秀明氏  
 ふるかわ家族カウンセリング研究所所長、 

 臨床心理士、京都市出身。大谷大学文学部卒業。 

           知的障害者施設に勤めた後、ふるかわ家族カウンセ

 リング研究所を開業。 

 平成９年より、京都府、大阪府、京都市にてスクー

 ルカウンセラーを続ける。 

【テーマ】 「つながりを考える」                       

【登録料】  不要（経費は新世代育成基金にて充当） 

  １０・１１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  

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 

１１月 ６～８日 三重中央RC創立２５周年記念例会 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『９月１９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％ 

９月５日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客３名  

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  3,000円 今年度累計 53,000円 

BOXへ 田中  守、吉田  修 

 

森  正廣 

・奄美大島原生林探索とカヌーでマン

グローブ林見学は快適でした。 

 【米山奨学会箱】 小計 14,000円 今年度累計 148,000円 

 

内山 正元 

・桂川の渡月橋の橋げたにぶつかる 

 大水、びっくりしました。 

上原 従正 ・桂川水害 お見舞 

BOXへ 千田  適、稲掛 英男、田中  守 

 

吉田  修 

・平岡様 嵯峨様 ようこそ 

 よろしくお願いします。 

 

德田 正彦 

・皆様には入院中お世話になりまし 

 た。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計  1,000円 今年度累計  13,000円 

BOXへ 鎌野 孝和 

 

谷口 泰義 

 

 

出射 靖生 

 

吉田  修 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 10,000円 今年度累計  118,000円 

・德田会員の元気な姿を拝見し 

 うれしく思いました 

・とうとう京都にも大きな災害がや 

 ってきました。 

 御見舞申し上げます。 

・台風１８号の被災者のみなさまに心 

 からのお見舞いを申しあげます。 

山本 拓生 ・桂川洪水御見舞 

王   杲 ・災害もうない様に 

BOXへ 千田  適、田中  守 

 【ニコニコ箱】  小計 32,000円  今年度累計 365,000円 

 

内山 正元 

・平岡様、本日のスピーチご苦労様 

 です。大いに参考にさせていただ 

 きます。 

千田  適 ・台風の影響はありませんでしたか？ 

 

 

鎌野 孝和 

・森さん、大変興味深い最高の家庭 

 集会でした。 

 ありがとうございました。 

 

吉田  修 

・森さん 先日の宇治川での鵜飼楽し 

 かったです。家内も大喜びでした。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

森  正廣 ・宇治の鵜飼は親切で優雅でした。 

 

稲掛 英男 

・ガバナー補佐嵯峨さん、及び会員増 

 強･拡大委員の平岡さんをお迎えし

 て。 

一口 茂樹 ・すごい雨でしたね 

地区会員増強 
拡大委員会 
京都洛西RC 
平岡 弘行様 

・本日は、お世話になります。 

 よろしくお願い致します。 

京都洛西RC 
嵯峨 法夫様 

・本日は、よろしくおねがいします。 

德田 正彦 ・健康が一番ですね 

田中  守 ・平岡様 本日はお世話になります 

出射 靖生 ・今日の満月が楽しみですね 



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 

「未定」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
職業奉仕委員会 委員長 和田 有弘様 

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～ 

１０月３日 

（木） 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

【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】 

【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】 

「１２箇所の下水処理場における消毒副生成物の存在実態」 

日本生命保険相互会社 京都西支店 支社長 山田 武司様 

「人と人との関係を暖かくする声の不思議な力」 

～音楽例会～ 

「ﾛｰﾀﾘｱﾝとして考えるべきこと」 

「保険について」 

「改正高年齢者雇用安定法の概要」 

京都大学大学院 農学研究科 教授 伏木  享様 「京都のだしのおいしさ」 

クラブ・デー -米山奨学生スピーチ- 

「生前贈与のおすすめ」 

「ﾍﾟﾙｰと日本：日本での留学とﾍﾟﾙｰから見た日本」 

「ガバナー公式訪問所感」 

＊ビジター受付はございません 

京都府社会保険労務士会副会長 前田 裕子様 

李  泰憲様 

米山奨学生 王  天荷様 

京都大学都市環境工学特定研究員 

京都大学工学博士 尹  水鐵様  

声楽家 ｳﾞｫｲｽ・ﾄﾚｰﾅｰ 磯野久仁子様 

「社会保障・税番号制度（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）をめぐる諸問題」 

「感じる光-他人を照らす存在になる」 

-米山月間に因んで- 

-情報集会報告- 

「米山奨学生スピーチ」 

-米山月間に因んで- 「日本での留学体験から」 米山奨学生 郭    静様 

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学生 ﾅｶ・ｷｼﾓﾄ・ｱﾝﾍﾘｶ・ﾏﾘｺ様

-休会- 

「『こだわり』ではなく『真っ当』な珈琲屋を志す」 カフェ デ コラソン オーナー 川口  勝様 

「未定」 

-米山月間ｽﾋﾟｰﾁ「日本の魅力～物作りの心～」 

「クラブ・フォーラム」 

藤田 正広様 

米山奨学生 黄 凡 郡さん 

担当委員会：Ｒ情報委員会 

米山奨学生 ｸﾞｴﾝ・ﾎﾝ・ﾛｱﾝ様 

立命館大学 情報理工学部 情報ｼｽﾃﾑ学科 

教授 上原哲太郎様（工学博士） 

 

会員 五味  明様 

 

RI第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 京都洛西RCﾊﾟｽﾄ会長 嵯峨 法夫様 

【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２７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３０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月２日 

（水） 

「保護司の活動、今・昔」 

同志社大学大学院 ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科 教授 浜 矩子様 

法務省 保護司 西京区保護司会会長、全国保護司連盟理事 
近畿保護司連盟理事・京都府保護司会連合副会長 澤井早和乃様 

「職業奉仕について」 

2013～2014米山奨学生 王     冕様 


