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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１１４４回例会 ２０１３年１０月１０日（木） Vol.２４－１４ 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「村祭り」 

  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 

 「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 

    閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．本日、京都洛北ＲＣ創立４０周年記念例会が

ウェスティン都ホテル京都において開催され、

会長・幹事が出席されます。 

２．１０月１４日（祝）西京高校ＩＡＣ創立４０周

年記念例会が行われ内田インターアクト委員長

が出席されます。 

３．次週例会終了後、役員指名委員会が行われま

す。 

４．１０月５日（土）第６８回京都市内２４ＲＣ懇

親チャリティーゴルフ大会が行われました。 

５．１０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が開催されました。 

６．１１月２日（土）新入会員歓迎会を行います。

多数のご参加をよろしくお願いいたします。 

次週例会 １０月１７日（木） 

クラブ・デー 

第４回クラブ討論会（職業奉仕） 

 職業奉仕委員長    中川 俊夫会員 

 職業奉仕副委員長    鎌野 孝和会員 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

１０月１１日（金） 京都乙訓ＲＣ 

１０月１５日（火） 京都西南ＲＣ 

１０月１６日（水） 京都朱雀ＲＣ 

    ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます 

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 

楊  振受様（ヤン ジンスー） 

韓国出身 

京都造形芸術大学 芸術学部 情報デザイン学科  

イラストレーションコース在学中 

 「『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 

今日の歌 『村まつり』 
文部省唱歌 

村の鎮守
ちんじゅ

の神様の 

今日はめでたい御祭日 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

朝から聞こえる笛太鼓 

 

障がいのある人と家族のためのレクリェーション 
 

当日は台風の関係で中止もありという心配の中、秋晴

れというより夏の日差しのような晴天となりました。

参加者人数67名。インターアクト7名、クラブから内

山、上原、徳田、稲掛、一口、上山の6名が参加しま

した。 

9時に西京区役所前とエミナース前から2台のバスに

分乗して出発。10時半到着。時間の関係により11時

から早めの昼食をいただき、その後ミニブタレース、

農場見学、1時からの手づくりウインナー体験教室を

2時間おこない、4時には帰路に向け出発しました。 

今回インターアクトのみんなは、ボランティア活動、

障がいのある方との積極的なコミュニケーションと忙

しく活動していました。このような活動の場を通し

て、彼らも得るものがたく

さんあった良い一日だった

と思いました。 

社会奉仕委員長 上山 泰弘 



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 

１１月 ２日（土） 「新世代育成講演会」 14：00～16：30 

  13：30受付 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ  

１１月 ２日（土） 2013-14ｼﾄﾞﾆｰ国際大会説明会 

  京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ 14：00～15：30 

１１月２～３日 インターアクト地区大会 

◆クラブ内行事  

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『１０月３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（８名） 出席者 ２６名（４名）１００％ 

９月１９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．０％ 

ご来客４名  

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  6,000円 今年度累計 60,000円 

BOXへ 松尾 義平、田中  守、吉田  修 

鎌野 孝和、上原 従正 

 【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  136,000円 

吉田  修 ・山田ヤヨイ様をお迎えして。 

 

万殿 慎二 

・山田さんのスピーチ楽しみにしてい 

 ます。 

BOXへ 松尾 義平、一口 茂樹、鎌野 孝和 

田中  守 

 

三重中央ＲＣ創立２５周年記念式典 

訪台のスケジュール（仮） 
 

 ７日（木） 

 午前便で出発、記念例会参加 

 ８日（金） 

 ９２１大震災の教育グランド見学（921地震の記憶を

 今に残す施設。） 

 鹿谷凍頂ウーロン茶見学 

 ９日（土） 

 森の散策、補里の酒工場見学 

１０日（日） 

 苗栗三義木彫博物館見学（木彫りをﾃｰﾏとした 

 台湾唯一の国立博物館） 
 【米山奨学会箱】 小計 16,000円 今年度累計 170,000円 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

・ロータリー希望の風奨学金へのご協 

 力をよろしくお願いします。 

 

森  正廣 

・山田ヤヨイ様 

 本日はありがとうございます。 

出射 靖生 ・山田ヤヨイ様のスピーチ楽しみに。 

 

内山 正元 

BOXへ 吉田  修、田中  守、松尾 義平 

稲掛 英男、德田 正彦 

 【ニコニコ箱】  小計 37,000円  今年度累計 431,000円 

 
内山 正元 

・山田様、お話を楽しみにしておりま 

 す。 

谷口 泰義 ・きんもくせいの花が咲き始めました。 

出射 靖生 ・涼しくなりました。 

 

松尾 義平 

・１１月７日は三重中央ＲＣ２５周年 

 です。多数の参加を期待します。 

一口 茂樹 ・少し涼しくなりましたね。 

瀬田 保二 ・実りの秋 稲穂がたわわです。 

稲掛 英男 ・山田さんのスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・山田ヤヨイ様のスピーチ楽しみです。 

安田  勝 ・山田様のお話し楽しみです。 

德田 正彦 ・今年の天候は異常です。 

 

 

中川 俊夫 

・皆さん職業奉仕のレポートを早く提

 出しましょう。 

 ちなみに私は出しました。 

 

 

森  正廣 

・年に一度のジョギング合宿は今年も

 瀬田川畔でした。 

 走ったあとの宴会は格別です。 

 

吉田  修 

・すこしだけ朝晩は秋らしくなって 

 参りました。 

BOXへ 林  良訓、千田 適、児嶋 雄二 

鎌野 孝和、末永  寛 

 

   地区職業奉仕「講演会」のご案内 
 

今年度も地区職業奉仕講演会が開催されます。 

講師には、狂言師茂山千五郎氏をお迎えし、「お

豆腐狂言」を通じて狂言界の活性化に取り組まれ

ているご自身の職業奉仕の実践についてお話しを

して頂きます。多数のご参加をお願いいたしま

す。 
  

【日 時】 ２月２日（日） 

 １２：００より受付 

 １３：００～１６：００ 

【場 所】 京都テルサ  

【講 師】 お豆腐狂言 狂言師 十三世 茂山千五郎氏 

参加ご希望の方は１０月２４日（木）までに事務

局までお知らせください。 



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 

「二宮金次郎（尊徳）７代目の子孫が語る、報徳思想の教えと逸話」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
中桐万里子様 

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１７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 ◆ 

職業奉仕委員長 中村 雅彦様 

【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】 

「第２回クラブ・アッセンブリー」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

-イニシェーションスピーチ－「自己紹介」 

～新会員スピーチ～ 

～米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ～「朝鮮民画をテーマとしたデザイン制作」 

特別休会 

祝日休会 

 祝日休会 

～夫人同伴例会～「団十郎さん、勘三郎さんとの思い出と新派」 

休会 

「リンゴを売るときに I Serveにある究極の職業奉仕 基礎編」 

－職業奉仕部門フォーラム－ 

 

 

新派女優 波乃久里子様 

 

 

会員 室  公博様 

祝日休会 

「近江商人 中江藤樹先生の教え」 

「クラブデー」 

－職業奉仕部門フォーラム－ 

「一期一会 ～音と人と～」 

－新会員スピーチ－ 鎌田 沢一郎様 岡本 正人様 

RI第2650地区パストガバナー 

服部 芳樹様 

クラブデー 

祝日休会  

「経営継続について」 

「禅窓（ぜんそう」 

同伴例会のため、例会日時変更 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会員 中江  靖様 

 

大本山天龍寺塔頭 弘源寺・宝厳院 住職 田原 義宣様 

 

＊ビジター受付はございません 

米山奨学生 成  慧俊様 

平田 敏会員 原口 修一会員  

米山奨学生 姜  智仙様 

【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１１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１４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月１５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月１６日 

（水） 

休会 

税理士法人久保田会計事務所 代表社員税理士 久保田博之様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

「日本の留学生活で私が得たもの」 

女性ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ“ｷｬﾄﾙﾌｨｰﾕ”主宰 西川 綾子様 


