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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１１４５回例会 ２０１３年１０月１７日（木） Vol.２４－１５ 

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 

  入会式 

    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 

    閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．今週日曜日(２０日)「秋の家族会」が行われま

す。ご参加のみなさまよろしくお願いします。 

２．本日、太田 勝彦さんの入会式を行います。 

３．本日例会終了後、役員指名委員会が行われま

す。 

４．１０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

が出席されました。 

５．１１月１４日（木）の第２回クラブ協議会（ガ

バナー公式訪問準備）が１０月３１日（木）に

変更になりました。よろしくお願いいたしま

す。 

次週例会 １０月２４日（木） 

「ホスピタリティと人材育成」 

  平安女学院大学国際観光学部専任講師 

  学生部主幹          永田 美江子様 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

１０月２４日（木） 京都南ＲＣ、京都洛東ＲＣ 

１０月３１日（木） 京都モーニングＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

１０月２４日（木） 京都北ＲＣ 

１０月３０日（水） 京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 

１０月３１日（木） 京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

2013-14年度 第２回炉辺会合のお知らせ 
 

下記のように炉辺会合の組み分けをいたしました。 

１２月末日迄に開催いただき、会合終了後事務局宛、報

告をお願いします。 

＊テーマ 

 「２５周年に向けて会員増強を」 

クラブ管理運営委員長 末永  寛 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 鎌野 上原 
 安田、松尾、德田、瀬田 

 稲掛、中川、林、王、大森 

2 上山 吉田 
 谷口、内山、内田、森 

 万殿、一口、山本、山田 

3 千田 児嶋 

 田中、出射、近藤、豊田 

 藤井(敏)、藤井(文)、髙橋 

 太田、末永 

 

第６８回京都市内２４RC 

懇親チャリティーゴルフ大会のご報告 
 

 

 １０月５日（土）晴天のもと市

内２４RCチャリティーゴルフ大

会が開催されました。 

参加者は児嶋、内山、林、山本、

中川各会員。 

我が桂川ＲＣの成績は内山会長が

５位、児嶋会員が８位入賞でし

た。 

  中川 俊夫 

 「友よ！」 
 

作詞 平松正典  作曲 藤山一男 

（１）友よ我等のロータリー 

奉仕の理想をかざしつつ 

真実・公平・友情を 

ともに歌わん 高らかに 

友よ我等はロータリアン 
 

（２）友よ我等のロータリー 

世界の平和をめざしつつ 

果てなく広がる友愛を 

ともに願わん とこしえに 

友よ我等はロータリアン 

「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 



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 

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１０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２６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３％ 

ご来客５名  

 

会員夫人誕生日お祝い 

 ２９日 藤井敏二会員夫人 睦美様 

   ３０日 太田勝彦会員夫人 昌代様 

結婚記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 １７日  髙橋英明会員 

 １８日 吉田 修会員 ２６日  上山泰弘会員 

創業記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 (医)上原医院 

１０月おめでとうございます 

 

秋の家族会のご案内 ～鯛を釣りに行こう～ 
 

 日 時： １０月２０日（日） 

   ８：３０ 京都エミナース 

  ９：００ 京都駅八条口観光ﾊﾞｽ乗り場  

 場 所： フィッシングランド日向 

  ＊雨天決行ですが、雨天時の行き先は未定です。 

 【ニコニコ箱】  小計 27,000円  今年度累計 458,000円 

 

内山 正元 

・楊さん、スピーチ楽しみにしており 

 ます。 

出射 靖生 ・楊 振受さんのスピーチ楽しみに。 

RI第2650地区 
米山奨学会委員 
京都西南ＲＣ 
池田 敏子様 

 

・米山奨学生「ヤン・ジン・スー」さん 

 をよろしくお願いします。 

京都平安ＲＣ 

小島 裕史様 

・桂川ＲＣの皆様 

 本日はありがとうございます。 

 

田中  守 

・ヤンジンスーさんのスピーチが楽し 

 みです。 

稲掛 英男 ・楊さんのスピーチ楽しみに。 

 

一口 茂樹 

・障がいのある方のレクリエーション  

 お疲れさまでした。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

林  良訓 ・暑いですね。 

 

上山 泰弘 

・レクリエーション参加ありがとうご 

 ざいました。 

 

京都西ＲＣ 

由良   徹様 

・鎌野先生、先日は大変お世話になり 

 まして、誠にありがとうございまし

 た。 

 

吉田  修 

・暑い日が続いてなかなか夏物を 

 クリーニングに出せませんね。 

 

森  正廣 

・上田古戦場ハーフマラソン熱さで 

 ２人倒れました。 

BOXへ 児嶋 雄二 

 

上山 泰弘 

・レクリエーション参加 

 ありがとうございました。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 13,000円 今年度累計  149,000円 

 

 

内山 正元 

・障がいのある人と家族のためのレク

 リエーション にご参加の会員の皆

 様ご苦労様でした。 

末永  寛 ・楊さんのお話を楽しみに。 

出射 靖生 ・秋が来たはずなのに暑いですね。 

BOXへ 稲掛 英男 

吉田  修 ・多忙な毎日です。 

 

山本 拓生 

・チャリティーゴルフ楽しかった。 

 お世話になりました。 

田中  守 ・小島裕史様、ありがとうございます。 

 【米山奨学会箱】 小計 19,000円 今年度累計 189,000円 

 

 

吉田  修 

・本日、米山スピーチ楽しみです。 

 そして、随行の皆様ごくろうさまで 

 す。 

 

上原 従正 

・米山奨学生 楊さんのスピーチを楽 

 しみに。 

・米山月間によせて。 安田  勝 

谷口 泰義 ・ヤン様のスピーチを楽しみに。 

王   杲 ・楊さんのスピーチを楽しみ。 

 

上山 泰弘 

・レクリエーション参加ありがとう 

 ございました。 

 

山本 拓生 

・まだまだ暑いですね、 

 衣替えできずにいます。 

 

田中  守 

・池田敏子様 本日はお世話になりま

 す。 

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

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計  3,000円 今年度累計 63,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 

森  正廣 

・障がい者のレクリエーションにイン 

 ターアクター７名参加は過去最大。 



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 

「ガバナー公式訪問所感」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

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２４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 ◆ 

米山奨学生 黄 亭 尹様 

【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】 

「ガバナー公式訪問所感」 

㈱若林佛具製作所 取締役会長 若林 卯兵衛様 

「現代に甦る時代絵巻－時代祭‐」 

～職業奉仕クラブフォーラム～ 

「職業奉仕の履歴書Ⅴ」 

第３回フォーラム 職業奉仕について」 

「職業奉仕－いつやるか？今でしょう！」 

京都文教大学 総合社会学部教授 

森  正美様 
「宇治茶の魅力で地域をつなぐ若者目線の『観光まちづくり』 

－職業奉仕クラブ・フォーラム－ 

「京都人の建前と本音」 

「台北南RC歓迎夜間例会」 

－米山奨学生スピーチ－「台湾人から見た日本」 

米山奨学生 シェルバコーワ キセニア氏 

会員 奈良平靖彦様 

担当 職業奉仕理事 清水 泰博様 

職業奉仕委員長 会員 田村 善弘様 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 坂本 克也様 

京都橘大学名誉教授 猪熊 兼勝様 

「呉竹総合支援学校について」 

「～あたたかいﾊﾟﾝの心～障害者の自立と米粉ﾊﾟﾝ」 

－職業奉仕月間に因んで－ 

「陶工・河井寛治郎のこと」 

「ドイツの国民性と医療制度の現状について」 

「世界から、そして世界へ」 ㈱東急文化村 代表取締役社長 升田 高寛様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

「おそロシア」 

「RLI（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）に参加して」 中嶌 重男様 

「いつまでも若々しく健康に楽しい人生を☆」 

～京都紫野ＲＣ・京都紫竹ＲＣとの合同例会の為、例会日変更～ 

「地ﾋﾞｰﾙ作りと、障害者就労支援」 

職業奉仕委員会 委員長 六人部 是継会員 

元西湖堂製ﾊﾟﾝ社長 鳥居 隆夫様 

河井寛治郎記念館 学芸員 鷲 珠江様 

＊ビジター受付はございません 

会員スピーチ 新井 孝行様 

地ﾋﾞｰﾙ工房一乗寺ﾌﾞﾘｭﾜﾘｰ、直営ﾚｽﾄﾗﾝ「てぃんがーら」 

たがきクリニック 医師 高木 俊介様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 

職業奉仕委員長 伊藤 哲雄様 

【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１８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２１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月２２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月２３日 

（水） 

「私の仕事と職業奉仕」 

京都おもてなし大使  

2006年全日本きものの女王 頭川 展子さん 

職業奉仕委員長 神邉 鑅一様、笹川 明彦様 

－休会－ 

元神戸大学医学部第二外科教授 岡田 昌義様 


