
京都桂川ロータリークラブ THE ROTARY CLUB OF  

DISTRICT 2650 CHARTERD AUGUST 21.1989 

2013～14京都桂川RC 

会長ﾃｰﾏ 内山 正元 

【姉妹クラブ】 台湾三重中央ロータリークラブ 

【友好クラブ】 札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱インターアクトクラブ】  

  京都府立洛西高等学校インターアクトクラブ 

創 立 

クラブカラー 

事務局 

ホームページ 

メールアドレス 

1989年(平成元年)７月２７日 

ライトブルー 

〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

京都センチュリーホテル内 

TEL(075)344－5000  FAX(075)344－1340 

http://katsuragawarc.com/ 

katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

例会日  木曜日  12：30～13：30   例会場  京都センチュリーホテル 

201３.１１.１４ No.1148Vol.24-18 
2013～2014 

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」 

「いざ！イカ釣り」 

撮影 山本 拓生会員 



 第１１４８回例会 ２０１３年１１月１４日（木） Vol.２４－１８ 

開会点鐘                                    12：30        

  国家斉唱「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 

 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 

   閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．本日例会終了後、１１月度理事役員会を開催し

ます。 

２．次週はガバナー公式訪問です。 

 例会終了後、クラブ協議会があります。 

 皆様ご出席お願いいたします。 

３．１１月１７日（日）RLIパートⅢ研修会が行わ

れ、当クラブより千田会長エレクトが出席され

ます。 

４．１１月７日～１０日三重中央RCの創立２５周年

記念式典に会長、幹事、国際奉仕委員長をはじ

め会員、ご家族１７名が出席いたしました。 

次回例会 １１月２１日（木） 

「ガバナー公式訪問所感」 

 RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

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 

 

新入会員歓迎会 
 

 

日 時： １１月２日（土） １８：００～ 

場 所： せんしょう  

出席者： 林、一口、児嶋、松尾、中川、太田、

 千田、瀬田、髙橋、谷口、德田、内山、

 王、山本、吉田の各会員、事務局 
 

今年度入会されたお二人の歓迎会を、京都洛西Ｒ

Ｃで幹事をされている辰馬さまのお店で開催しま

した。 

 お二人とも既にクラブに馴染んでおられ、何故

か万歳三唱でお開きとなりましたが、終始笑顔の

絶えない楽しい歓迎会となりました。 
 

 これから、 

より長く、より

仲良くお付き合

いできますよう

に。  

 

 山本拓生記 

 

「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） 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

１１月２１日（木） 京都西山ＲＣ 

１１月２８日（木） 京都南ＲＣ 

 以上、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。 
 

新入会員 王会員・太田会員 



ロータリー財団月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  １１・１２月の行事予定  

◆地区内行事 

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 

１１月２６日（火） 第２６回市内２４RCロータリアン同志社会 

  ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 18：00～ 

◆クラブ内行事  

１１月１４日（木） １１月度定例理事役員会 

１１月２１日（木） ガバナー公式訪問 第３回クラブ協議会 

１２月 ５日（木） 年次総会 １２月度定例理事役員会 

１２月２１日（土） クリスマス家族例会  

◇出席率報告◇ 

出席率報告『１０月３１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（８名） 出席者 ２４名（４名）８８．８％ 

１０月１７日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．７％ 

ご来客３名  

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 18,000円 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 4,000円 今年度累計  165,000円 

 

吉田  修 

・松尾さん、台湾のみなさんによろしく

 お伝えください。 

一口 茂樹 ・髙橋さんありがとうございました。 

BOXへ 田中  守、千田  適 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 4,000円 今年度累計 73,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

出射 靖生 ・インターアクト発展を願って 

森  正廣 ・嵯峨ガバナー補佐をお迎えして 

 【米山奨学会箱】 小計 14,000円 今年度累計 220,000円 

 

内山 正元 

・来週の三重中央RC訪問が、無事に済み

 ますように。 

 

末永  寛 

・嵯峨ガバナー補佐 本日はご苦労様

 です。 

 

 

出射 靖生 

・秋の健康祭り 

 １２００名の参加をえて盛大に行う

 事が出来ました。 

BOXへ 吉田  修、稲掛 英男、上原 従正 

田中  守 

谷口 泰義 ・台湾参加出来なくてすみません 

安田  勝 ・ガバナー補佐 嵯峨様をお迎えして。 

出射 靖生 ・嵯峨ガバナー補佐をお迎えして。 

 

一口 茂樹 

・嵯峨様 本日はよろしくお願いし 

 ます。 

稲掛 英男 ・嵯峨様をお迎えして。 

 ・嵯峨様、本日はよろしくお願いし 

 ます。 

 

吉田  修 

・訪台の皆様 

 本当にごくろうさまです。 

 【ニコニコ箱】  小計 24,000円 今年度累計 516,000円 

RI第2650地区 
ガバナー補佐 
京都洛西ＲＣ 
嵯峨 法夫様 

・本日は、よろしくおねがいします。 

 

 

王   杲 

・髙橋さん、髙橋会にお世話になりま 

 した。有り難う御座いました。 

 

森  正廣 

・若狭高浜 はまなすマラソンは強風 

 なれどさわやかでした。 

BOXへ 児嶋 雄二、千田  適、田中  守 

林  良訓 

 坂本克也ガバナー公式訪問次第 

１１月２１日（木） 

 

同行者 嵯峨法夫ガバナー補佐 

随行者 畑中清博国際奉仕 財団･米山担当副幹事長 

 

 時間   内容事項 
 

10：30 理事・役員ﾎﾃﾙ玄関集合 
   （内山会長・千田会長ｴﾚｸﾄ・一口幹事 

万殿副幹事・髙橋会計） 

10：45 ガバナーご一行お出迎え  

11：00 懇談会（内山会長・千田会長ｴﾚｸﾄ・一口幹事 

 「光華の間 」   万殿副幹事・髙橋会計） 

12：25 例会場へご案内（会長ｴﾚｸﾄ・会計が誘導） 

 ＊ガバナー・随行者の例会場への入場時は、 

全員起立し、拍手にてお迎えする。 

12：30 例会「豊明の間」 

13：00 ガバナーアドレス 

13：25 会長謝辞 

13：30 閉会・点鐘 ガバナーご一行退席  

 ＊全員起立拍手  

13：35  クラブ協議会「千寿の間」 

 全員着席（時間厳守） 

 ガバナーご一行クラブ協議会へご案内 

 ＊全員起立“友よ”を歌ってお迎えする。 

13：45 クラブ協議会 

 開会・点鐘 

 ロータリーソング「我等の生業」 

 内山正元会長挨拶 

坂本克也ガバナーご挨拶 

幹事報告・会計予算報告 

各委員会報告 

15：25 ガバナー講評 

    閉会挨拶 稲掛英男副会長 

 ロータリーソング「手に手つないで」 

15：30 閉会・点鐘 

 ガバナーご一行 ご退場 



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 

～会員スピーチ～「アンチエイジング」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
健康管理委員会 山中祥弘名誉会員 

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２１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 ◆ 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

【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】 

「会員スピーチ」 

中村 扶実さん 

「ガラスの世界」 

～クラブ管理クラブ・フォーラム～ 

「割れ窓理論による 京都治安再生」 

第３回フォーラム ロータリーの森について 

「高齢者の住まいと特別養護老人ﾎｰﾑの現状」 

滋賀県立大学 人間文化学部 生活栄養学科 教授 灘本 知憲様 「ふなずしと乳酸菌」 

「シャンソンライブ」 

故 三大寺隆繁会員 追悼例会 

～ボジョレーヌーボー例会～ 例会時間延長 

会員 鳥本 義則様 

社会福祉法人嵐山寮 嵐山寮特別養護老

人ﾎｰﾑうたの 生活相談員 酒井はるか様 

華道「未生流笹岡」家元 笹岡 隆甫様 

 

会員 藤田 浩哉様 

ガラス造形作家 山科 昌子様 

「美味しいコーヒーの話」 

「マツタケの人工栽培はできるか」 

「クラブデー」 

「八重の桜は京都に咲いた」 

「ガバナー公式訪問所感」 

－新会員ｽﾋﾟｰﾁ－「私の減量作戦」 廣瀬 裕一様  「航空業界の現状について」児玉 尚樹様 

 

「畳の歴史と今」 

第４回クラブフォーラム（社会奉仕部門） 
 

「事業継承・当社の事例」 

「ロータリー財団月間に因んで」 

ﾛｰﾀﾘｰの森委員会 委員長 長谷川太一会員 

京都府農林水産センター副主査 藤田 博美様 

同志社女子大学 教授 新島八重研究会 座長 吉海 直人様 

RI第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 委員 原    悟様 

竹谷 律子様 

会員 山本 光伸様 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 茶道陶芸家 京都東山RC会員 中村 翠嵐様 

 

NPO法人 京都割れ窓理論実践委員会 代表理事 

 ㈱小池洋服店 代表取締役 小池 英信様 

【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１５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１８日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月１９日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月２０日 

（水） 

「ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙﾒｲﾝ『ﾄﾞｯﾄ京都』のご紹介」 

㈱ｲﾉﾀﾞｺｰﾋｰ 代表取締役会長 京都南RC会員 猪田 浩史様  

京都情報大学院大学 札幌ｻﾃﾗｲﾄ事務局長 
 武田 雅哉様 

「良いｸﾗﾌﾞとは どんなｸﾗﾌﾞ！！」 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

「自己紹介とトルコインスタンブールの賃貸事情」 

－スピーチ－「いけばな～花の哲学～」 


