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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１１４６回例会 ２０１３年１０月２４日（木） Vol.２４－１６ 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「虫の声」 

  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 

 「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 

 閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．１０月２０日（日）「秋の家族会」を開催いた

しました。ご参加のみなさまお疲れさまでし

た。 

２．１１月７日（木）の例会は休会です。 

次週例会 １０月３１日（木） 

第２回クラブ協議会 

ガバナー公式訪問準備 

 RI第2650地区ガバナー補佐 

 京都洛西RC会員 

    嵯峨 法夫様 

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 

日 時  2013 年 10 月 3 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、一口、髙橋、吉田、末永、 

  上原、中川、林、松尾、山本、田中各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．前年度繰越金の取り扱いについて 

４．インターアクト地区分担金について 

５．秋の家族会について 10/20（日） 

６．三重中央RC訪台について 11/7~10 

７．第２回クラブ協議会について 

   （ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問準備）11/14 

８．ガバナー公式訪問について11/21 

９．第５回クラブ討論会（財団・米山）について11/28 

１０．第２回炉辺会合について 

１１．クリスマス家族例会について12/21（土） 

１２．「私の職業と職業奉仕」の原稿取り扱いについて

１３．会員増強について 

１４．「赤いハネ共同募金」について 

１５．山林防火啓発用広報媒体等の作製に伴う協賛について

１６．その他  ・新入会員歓迎会 

 ・１１/７（木）休会 

 

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 

 参加ご希望の方はまでに事務局までお知らせ 

 ください。 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

１０月２９日（火） 京都東山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２８日（月） 京都紫野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。 

 

◇新入会員のご紹介 

去る１０月１７日（木）の例会に於いて太田勝彦さん

が入会されましたのでお知らせ致します。 
 

太田 勝彦（ｵｵﾀ ｶﾂﾋｺ）さん 

１９６３年１月２３日生 

職業分類 総合建設 

勤務先 太田建工㈱ 代表取締役 

 南区西九条藤ノ木町９７ 

 TEL ６８１－０５００ 



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

  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 

１１月１７日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） 

  第2650地区RLIﾊﾟｰﾄⅢ研修会 

  京都文教学園 9：45～17：00 

◆クラブ内行事  

１１月 ２日（土） 新入会員歓迎会 

 せんしょう １８：００～ 

１１月 ７日（木） 休会 

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１７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（８名） 出席者 ２３名（５名）８２．１％ 

１０月３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 １００％ 

ご来客０名  

 

瀬田 保二 

・寒くなりました 

 皆様御自愛下さい 

 【ニコニコ箱】  小計 11,000円  今年度累計 469,000円 

 

森  正廣 

・初音区民運動会盛況 

 世代交代でリレー優勝、綱引準優勝。 

林  良訓 ・台風一過 良い天気ですね。 

 

一口 茂樹 

・中川さん 鎌野さん  

 スピーチ楽しみです。 

 

 

千田  適 

・異常気象です。 

 地球のシステムが狂ったのでしょう 

 か？ 

内山 正元 ・太田さんを、歓迎します。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計    0円 今年度累計 63,000円 

 今日の歌   「虫の声」 
 

あれ松虫が   鳴いている 

ちんちろちんちろ   ちんちろりん 

あれ鈴虫も   鳴きだした 

りんりんりんりん   りいんりん 

秋の夜長を   鳴き通す 

ああおもしろい   虫のこえ 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 5,000円 今年度累計 18,000円 

BOXへ 安田  勝 

 【米山奨学会箱】 小計 12,000円 今年度累計 201,000円 

 

 

王   杲 

・瀬田先生 世界遺産の富士山一番 

 美しい景色を拝見させていただき 

 有難うございます。 

 

内山 正元 

・（どなたかの慣用句） 

 アジアの留学生へ 

出射 靖生 ・伊豆大島の土砂災害御見舞 

末永  寛 ・ぐっと寒くなりましたね。 

BOXへ 上原 従正、鎌野 孝和、稲掛 英男 

万殿 慎二 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 6,000円 今年度累計  155,000円 

 

 

谷口 泰義 

・訪台の方々ごくろうさんです。 

 参加出来ない事を深くおわびいたし 

 ます。 

 

出射 靖生 

・デフォルト予想通りぎりぎりでさけ

 られましたね。 

 

森  正廣 

・瀬田さん富士山写真展ありがとうご 

 ざいます。やはり日本一の山ですネ。 

BOXへ 千田  適、一口 茂樹 

 

「秋の家族会」 
 

 １０月２０日（日）、福井県にあるフィッシングランド日向

 に行きました。 

朝から雨、鯛釣りは大丈

夫かなと思いつつ出発。

雨の中時間通りにトロ箱

亭に到着、新鮮な魚介類

を炭火で焼いてたいへん

美味しくいただいている間に雨も小ぶりに。いよいよ

鯛釣りにカッパをきて挑戦します、成果は鯛22匹。

今回は王会員と奥様、ご家族もご参加いただき親睦

を深めることができ、たいへん楽しい家族会を過ご

すことができました。参加の皆さんご苦労様でした。 
 

出席者：一口、鎌野、

松尾、森、内山夫妻、

上原夫妻、上山、上山

友人、王夫妻、王会員

子息正中さん、正直さ

ん、安田、松本先生、

万殿、万殿会員子息 

義利さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

親睦委員長 万殿慎二 



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 

「秋の夜長を楽しむ会」の為、例会時間臨時変更 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
＊ビジター受付はありません 

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３１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 ◆ 

空手道 市川道場 代表 市川 雅也様 

【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】 

－休会－ 

職業奉仕委員長 田口 保志様 

「想いをこめて日本刺繍、装い」 

「市民がつながるラジオ局 

－放送とまちづくりの良い関係－」 

「職業奉仕会員スピーチ」 

新入会員自己紹介 

「京都の政治事情」 

2013学年度米山奨学生 周  霊怡さん 

2012-13年度RYLA受講生 北條倫子さん 「米山奨学生スピーチ」＆「2012-13年度RYLA報告」 

－休会－ 

企画例会「職業奉仕について」 

「どくとるマンボウ家の姿」 

「私と空手」 

㈱美濃吉代表取締役社長  

京都ＲＣ会員 佐竹 力總様 

京都新聞編集局社会報道部 政経担当部長 下尾 芳樹様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

＊ビジター受付はありません 

＊ビジター受付はありません 

刺繍作家 宮下美恵子さん 

「亡き夫のガン闘病記を出版して」 

－新入会員スピーチ「自己紹介」 

－休会－ 

－休会－ 

「未定」 

「息づく京の住まいと暮らし」 公益財団法人 奈良屋記念杉本家保存会 学芸部長 杉本歌子様 

エッセイスト 斎藤  由香様 

「日本の食文化をユネスコ無形文化遺産に」 

３RC合同例会の為、２５日（金）に例会日変更 ＊ビジター受付はありません 

「相続税改正～あなたならどうする～」 

～友愛例会～ 

上村 和也会員 小倉 一明会員 

会員 別所 智久様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 

元JAL客室乗務員 杉山 典子様 

伝統文化ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ連 代表  

有斐斎  弘道館 館長 濱崎加奈子様 

 

NPO京都ｺﾐｭﾆﾃｨ放送 理事  

京都ﾗｼﾞｵｶﾌｪ㈱ 代表取締役 太田 航平様 

職業奉仕委員会 

【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２５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２８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１０月２９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１０月３０日 

（水） 

米山奨学生スピーチ「おそロシア」 

大谷巌公認会計士・税理士事務所 会員 大谷  巌様 

河本総合会計事務所 会員 河本泰行様 

シェルバコーワ・キセニアさん 

「スーパーサーズデー」 

 

～京都北RC・京都紫野RC・京都紫竹RC３RC合同例会～ 


