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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１１４７回例会 ２０１３年１０月３１日（木） Vol.２４－１７ 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「鐘の鳴る丘」 

  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 

 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 

  閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．１１月７日（木）の例会は休会です。 

２．１１月７日（木）より三重中央ＲＣ創立２５周

年記念式典に会長、幹事、国際奉仕委員長をは

じめ１７名の会員・家族が参加します。 

３．１１月１４日（木）例会終了後、１１月度理事

役員会を開催します。 

次回例会 １１月１４日（木） 

会員スピーチ 

「アラスカの思い出」 

  安田  勝会員 松尾 義平会員 

「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 

１１月２８日（木） 京都南ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

１１月２９日（金） 京都東ＲＣ 

 ビジター受付はありません。 
 

◇事務局移転のお知らせ 

福井西RCの事務局が１０月２９日より移転されま

す。 

 新事務局 
 〒910-0063 

   福井市灯明寺2丁目 703 明電設備株式会社 ３階 

   電話 0776-7-5288 FAX 0776-27-1745 

 メールアドレス nishi-r@mountain.ocn.ne.jp 

今日の歌「鐘の鳴る丘」 

 
  作詞：菊田一夫、作曲：古関裕而、唄：川田正子 

緑の丘の赤い屋根 

とんがり帽子の時計台 

鐘が鳴ります キンコンカン 

メーメー小山羊（こやぎ）も啼（な）いてます 

風がそよそよ丘の上 

黄色いお窓はおいらの家よ 

 

「私の職業と職業奉仕」原稿提出のお願い 

 
 題目： 「私の職業と職業奉仕」 

 字数： ８００～１，０００字 

 写真： 何でも可 

 原稿締切日：１１月２１日（木） 

 

第２１回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会 

 

10月27日 小畑川グランドにおいて桂川ＲＣ会長杯少

年野球大会の開会式が開催されました。 

内山会長の挨拶で始まり、優

勝旗返還、代表選手による選

手宣誓、そして試合開始前に

内山会長による始球式行われ

ました。 

内山会長の素晴らしい投球を

披露していただきました。 

その後、非常に白熱した試合

を観戦してきました。 

 

出席者 

内山会長、 

万殿会員、 

山本会員、 

一口 

mailto:nishi-r@mountain.ocn.ne.jp


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２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（８名） 出席者 ２３名（４名）８５．１％ 

１０月１０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．３％ 

ご来客２名  

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 6,000円 今年度累計 69,000円 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 18,000円 

BOXへ 吉田  修 

 【米山奨学会箱】 小計 5,000円 今年度累計 206,000円 

王   杲 ・自然災害はないように！ 

末永  寛 ・永田さんのスピーチを楽しみに。 

 

森  正廣 

・永田美江子様 

 本日はありがとうございます。 

出射 靖生 ・永田さんのスピーチ楽しみに。 

BOXへ    吉田  修 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 6,000円 今年度累計  161,000円 

 

内山 正元 

・永田様のスピーチからホスピタリ 

 ティを学びます。 

 

 

吉田  修 

・１１月台湾行きはどうしても都合が

 つかず取りやめます。 

 申し訳ありません。 

BOXへ 山本 拓生、万殿 慎二、千田  適 

高校で国際交流奉仕活動を実施  

― 東京米山友愛ＲＣ ―  
 

 米山学友を中心に設立されたクラブ、東京米山友愛Ｒ

Ｃと東京米山ロータリーＥクラブ2750が合同プロジェク

トとして、9月28日、東京都立小平高等学校で国際交流

の授業を実施しました。 

発起人の東京米山友愛ＲＣ会員、朴貞子(パク テイコ)

さん（中国／2006-08／岸和田ＲＣ）は、第2640地区で

の奨学生時代に、地区米山奨学委員会が企画した高校生

との交流事業に参加。「とても感動し、一生の思い出に

なったその活動を、ロータリアンとなった今、クラブの

メンバーや関東地区の米山奨学生と一緒にぜひ再現した

い」と提案し、仲間と共に受け入れ先の高校を探して、 

3年がかりで実現にこぎつけました。 

 当日は、同校の2年生281人と、両ＲＣ会員や現役米山

奨学生ら37人が講師として参加。台湾への修学旅行を控

えた生徒たちに中国語の授業を行ったほか、さまざまな

国籍の会員・奨学生が母国について紹介するグループ授

業を行いました。 

 どのクラスも和気あいあいと笑顔の交流が図られ、生

徒からは「講師がフレンドリーで、とても楽しかった」

「話が尽きなかった」「一生懸命私たちに教えてくれて

いるのがすごく伝わった」などの感想が寄せられまし

た。また、副校長からは「開校から50年経つが、今日 

はまさに画期的な日。ぜひ継続をお願いしたい」との講

評がありました。 

 朴さんは「皆のチームワークのおかげで大成功を収め

ることができ、感謝しています。ロータリアンが支援し

た米山奨学生が、“日本の未来”である高校生のために

貢献することは、ロータリーだからこそできる奉仕。 

今回参加した奨学生たちが同じように次の奨学生を引っ

張って、米山の精神を継続していくことを期待していま

す」と、語りました。 

安田  勝 ・クラブ発展のために。 

 【ニコニコ箱】  小計 23,000円 今年度累計 492,000円 

 

出射 靖生 

・台風２７号本土上陸はなさそうです 

 ね。 

吉田  修 ・先週 例会欠席と家族会欠席お詫び。 

 

一口 茂樹 

・万殿さん 秋の家族会、お世話にな 

 りました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

 

内山 正元 

・つり旅行では、万殿さん、ご苦労様

 でした。 

 

 

王   杲 

・つり旅行楽しかった。 

 万殿様有難うご在いました。 

 お疲れ様でした。 

 

谷口 泰義 

・皆様の写真を拝見し、秋の家族会参 

 加出来なくて残念です。 

 

鎌野 孝和 

・万殿様 家族会お世話になりました 

 楽しかったです。 

児嶋 雄二 ・太田さん がんばって！ 

 

万殿 慎二 

・家族会 参加の皆様 ごくろう様で 

 した。 

BOXへ 千田  適 

 

森  正廣 

・太田勝彦さん入会おめでとうござい 

 ます。 

稲掛 英男 ・永田様のスピーチ楽しみに。 

 

藤井文治郎 

・永田様のお話し、参考にさせていた 

 だきます。 



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 

～ロータリー財団月間に因んで～ 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

RI第2650地区財団補助金 副委員長 

京都嵯峨野RC会員 名井 得郎様 

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～ 

１１月７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 ◆ 

会員 井澤  豊様 

【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】 

「Tinaよ、大志を抱け！」 
特定非営利活動法人ﾃﾗ・ﾙﾈｯｻﾝｽ理事 

鬼丸 昌也様 

-ﾛｰﾀﾘ‐財団月間ｽﾋﾟｰﾁ‐「ロンドン留学記」 

～サンゴ再生活動報告～ 

「新会員スピーチ」 

京都サンガＦ.Ｃ.と地域との関わりについて 

祝日休会 

 祝日休会 

「こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した」

新会員スピーチ 

－会員スピーチ－「見たまま感じたままの南フランス」 

RI第2650地区財団学友会会長 ﾔﾏﾀﾞ・ｱｰｷﾃｸﾁｭｱ代表 山田 真也様 

 

RI第2650地区財団資金推進委員長  
本田 修造様 

地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員 

本田 修造様 

財団奨学生 Tina Chiuさん 

ﾛｰﾀﾘｰ財団学友 半田 知宏様 

祝日休会 

「ロータリー財団簡単説明」 

－ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因んで－「財団資金はﾛｰﾀﾘｱﾝの手で活用しよう」 

「オリンピックのあゆみ」 

「第６２回神宮式年遷宮について」 

－新会員スピーチ－「ヒューマンマネジメント」 谷口 宗哉様 

上林 昌三会員 渡邊 喜邦会員 大浦 豊弘会員 

「未定」 

祝日休会  

「男のおしゃれ 背広編」 

「官僚は本当に政治家を操っているのか」 

㈱ 京都パーブルサンガ 祖母井 秀隆様 

RI第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 武生府中RC会員 大塚紀夫様 

同志社大学 名誉教授 田淵 和彦様 

前衆議院議員 北神 圭朗様 

 

地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 委員 財団補助金   

委員会 委員長 京都南RC会員 原 悟様 

京ｾﾗ㈱取締役執行役員常務 大田 嘉仁様 

京都伏見ローターアクトクラブ会員 須河 貴之様 

藤木 敬三様 岩田 晃一様 妹尾 和正様 

【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 

１１月１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 

１１月４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月６日 

（水） 

「萬葉人の四季－秋・紅葉－」 

㈱JR西日本伊勢丹 代表取締役社長 瀬良 知也様 

奈良女子大学古代学学術ｾﾝﾀｰ協力員 樋口百合子先生 

「JALにおける全員参加経営の仕組み作り」 

会員 辻  宗和様 

～ﾛｰﾀﾘｰ財団月間ｽﾋﾟｰﾁ～「財団補助金について」 

クラブ・デｰ －ロータリー財団クラブ・フォーラム－ 

「財団資金はロータリアンの手で活用しょう」 


