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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」 

「秋の気配」 

撮影  谷川 幸蔵氏 



 第１１４３回例会 ２０１３年１０月３日（木） Vol.２４－１３ 

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 

「『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 

    閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．本日例会終了後、１０月度定例理事役員会を

開催いたします。 

次週例会 １０月１０日（木） 

「東南アジアへの旅とイラストレーションの可能性」 

         米山奨学生  楊 振受様 

◇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 

 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます 

１０月１０日（木） 京都洛北ＲＣ 

１０月１１日（金） 京都紫竹ＲＣ 

 ＊以上、ビジター受付はございません 

山田 ヤヨイ様 Sun.smile.color 主宰 

・嵯峨美術短期大学（現在は嵯峨芸術大学）日本画科

卒業。 

・着物業界に就職。商品企画や着物の着付けを担当 

・その後、写真スタジオでのカメラマンをする中で、

着物の色と人の顔映りに興味を持ち、色彩・パー

ソナルカラーの資格を取得。 

・エステサロン、ヨガ教室、新風館、ゼスト御池等で

カラーイベントを行う。 

現在、Sun.smile.color 主宰 

 ・パーソナルカラー心理診断 

 ・婚活・就活スタイリング 

 ・着物・ドレススタイリング 

 ・カラーセミナー・イベント企画 

 ・精華大学助講師        をしております。 

『色』を使って皆さんの『心』と『体』が元気でいられる様 

サポートしています。 

  

-新会員スピーチ- 

  「仕事と趣味」 

 

    王   杲会員 

 

ロータリー希望の風奨学金 
 

 この奨学金は、東日本大震災で両親（もしくは

片親）を亡くした大学生（短大生、専門学校生も

含む。）に対して、月額５万円を給付するもので

す。２０１１年にスタートしたプログラムで、２

６５０地区をはじめとして１３地区が参加し、現

在では１２２名に奨学金を給付するまでに至って

います。 

 京都桂川ロータリークラブも２０１１年度から

クラブとして賛同のうえで参加していますが、本

年度も過日の理事会でクラブとして会員全員に支

援をお願いすることを決定いたしました。 

 会員１名あたり１万円を寄付金として支援する

ことといたしましたのでご協力をお願いいたしま

す。 

 

会員各位 

国際奉仕委員会 

三重中央ＲＣ創立２５周年記念式典参加について 

 

 三重中央ＲＣ創立２５周年記念例会が、１１月７

日開催されます。 

 当クラブとして、２５周年という節目の年であ

り、できるだけ多くの会員、家族の皆様にご参加い

ただきたく存じます。 

 つきましては、相手方の希望も含め、２案の仮ス

ケジュールを作成しました。 

 今回の催しは、２５周年記念事業の一環として位

置づけられておりますので、ご高配のほどおねがい

します。 

 

１案･･･１１月７日（木）～１０日（日）３泊４日 

 午前便で出発、同日、記念例会参加 台北泊 

 ８～１０日、台湾中部方面観光（三重の会員 

 家族が多数参加）１０日午後便で帰国 

 

２案･･･１１月７日（木）～８日（金）１泊２日 

 

予約の都合もありますので、できるだけ早く意思表

示をお願いします。 



職業奉仕月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  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 ２日（土） 新入会員歓迎会 

 せんしょう １８：００～ 

１１月７～１０日 三重中央RC創立２５周年記念式典 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『９月２６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（８名） 出席者 ２４名（４名）９２．３％ 

９月１２日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８４．６％ 

ご来客２名  

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  1,000円 今年度累計 54,000円 

BOXへ 吉田  修 

 【米山奨学会箱】 小計 6,000円 今年度累計 154,000円 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計     0円 今年度累計  13,000円 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 9,000円 今年度累計  127,000円 

内山 正元 ・王さん、スピーチ頑張って^_^ 

吉田  修 ・太田勝彦様 ようこそ！！ 

 

上原 従正 

・冨士山 五合目で日の出を拝みま 

 した。 

 

出射 靖生 

・今回の台風は日本に秋を運んでく 

 れました。 

 

 

森  正廣 

・能登柳田猿鬼マラソン 

 秋らしくさわやかなれど 

 体重２．５kg減 

BOXへ 一口 茂樹、山本 拓生 

安田  勝 ・王さんのスピーチ楽しみです 

・王さん スピーチ楽しみにしていた 

 のに早退ごめんなさい 

髙橋 英明 ・王さんのスピーチ楽しみに 

稲掛 英男 ・王さんのスピーチ楽しみに 

児嶋 雄二 ・王さんのスピーチ楽しみに 

 

万殿 慎二 

BOXへ 末永  寛、林  良訓 

 【ニコニコ箱】  小計 29,000円  今年度累計 394,000円 

 
内山 正元 

・や～っと涼しくなってきました。 

 ヤレヤレです。 

藤井文治郎 ・王さんのスピーチ楽しみです 

 

谷口 泰義 

・安田さん 松尾さん元気にお帰り 

 あめでとう 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

 

一口 茂樹 

・太田さん ようこそ、いらっしゃい 

 ました。 

出射 靖生 ・王さんのスピーチ楽しみに 

 

森  正廣 

・能登町「宇出津荘」ゆったりと景色 

 の良い国民宿舎 

瀬田 保二 ・秋風が爽やかですね 

 

松尾 義平 

・アラスカツアー 

 オーロラが見えました。 

 

 

 

 

吉田  修 

・先日、宝塚の娘のところに行ってき 

 ました。帰りがけにもうすぐ３才に 

 なる孫から「コウツウジコニ、キヲ 

 ツケテ」と言われ、思わず涙がこぼ 

 れました。 

王   杲 ・スピーチに不足点が有ると思います 

 が、お許し下さい。 

 

新入会員歓迎会 
 

 

日 時： １１月２日（土） １８：００～ 

場 所：  せんしょう TEL : 075-322-1913  
   京都市右京区西院安塚町 

会 費： １０，０００円 

  ポリオ・プラス情報 
 

２０１３年８月２１日現在のポリオ症例数です。

現在、ポリオ常在国はアフガニスタン、パキスタ

ン、ナイジェリアの３カ国で、最新の症例数は

「世界ポリオ撲滅推進計画」のウェブサイトから

確認できます。 

ソマリアでポリオの発症が広がっています。隣国

のエチオピアでも２００６年以来、初めてポリオ

の発症が確認されました。この状況に対応するた

め国際ポリオ・プラス委員会の勧告を受け、財団

管理委員長は５０万ドルの補助金を支出すること

を承認しました。 

    ２０１３年 

1/1～8/21 

２０１２年 

ポリオ 

常在国 

アフガニスタン ４ ３７ 

パキスタン ２４ ５８ 

ナイジェリア ４３ １２２ 

常在国 

以外 

ソマリア １０８ 

６ ケニア １２ 

エチオピア １ 

  世界合計 １９２ ２２３ 

（2013年8月21日現在のﾎﾟﾘｵ症例数） 



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 

「マンガ・漫画・コミック」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
米山奨学生 具 本 媛様 

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１０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 ◆ 

 

【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】 

「朝鮮民画をテーマとした制作」 

米山奨学生 モハメド マハメド様 

「マンガ・漫画・コミック」 

～米山奨学生スピーチ～ 

「姉妹友好クラブと国際大会」 

「日本の美」 

「未定」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 「お月見例会」開催の為、例会時間場所変更 

-スピーチ- 

「奨学生よもやま話」 

「可能性の無視は最大の悪作-限界集落からの脱却」 

第４回クラブアッセンブリー「公式訪問を終えて」 

＊ビジター受付はございません 

米山奨学生 レー・テイ・クック様 

今井 雅之様 

会員 青木  太様 

米山奨学生 姜 智仙様 

米山奨学生 具 本 媛様 

「会員増強の理念と実践」 

-休会- 

-新会員スピーチ- 

日本の魅力-「物作りの心」 

「企業経営者の社会・文化貢献活動について」 

「産業振興、地域振興に対する思い」 京都府副知事 山下 晃正様 

羽咋市教育委員会 文化財室  

室長 高野 誠鮮様 

創立４０周年記念例会・祝宴 

第３回クラブフォーラム（職業奉仕部門）  

「日本での留学体験から」 

「心を診る 歯科医療を目指して」 

「米山月間に因んで」 

米山奨学生 スワンシン・ラッチャタ様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

米山奨学生 グェン・ロアン・ホン様 

医療法人 A＆D 理事長 諸井 英徳様 

京都シティ法律事務所所長 洛西ＲＣ会員 

国際ロータリー第2650地区ガバナー補佐 嵯峨 法夫様 

李  泰憲様 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

米山奨学生 王    冕様 

パスト会長 茶谷 孝一様 

【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 

１０月４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 

１０月７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月９日 

（水） 

ふれあい例会 

米山奨学生 郭  静様 

 

「ガバナー公式訪問所感」 

村山 省二様 


