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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」 

「いざ！イカ釣り」 

撮影 山本 拓生会員 



 第１１４９回例会 ２０１３年１１月２１日（木） Vol.２４－１９ 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「里の秋」 

  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 

 「ガバナー公式訪問所感」 

 RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．本日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。 

 皆様ご出席をお願いいたします。 

２．１１月１３日（水）第２回市内24RC連絡協議

会会長・幹事会が開催され、会長、幹事が出

席しました。 

３．１１月１７日（日）第２１回京都桂川ＲＣ会

長杯野球大会決勝戦が行われ、幹事が出席い

たしました。 

４．１１月１７日（日）第2650地区RLIパートⅢ研

修会が開催され、当クラブより会長エレクト

の千田会員が出席されました。 

次回例会 １１月２８日（木） 

クラブ・デー 

｢財団資金の使途」 

  RI第2650地区ロータリー財団委員会 委員 

  大津東RC会員 

    岩崎 辰雄様 

 

◇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。 

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 

坂本克也ガバナー公式訪問  坂本克也ガバナーをお迎えして 
 

生年月日1941年10月16日生 

京都八幡ロータリークラブ 

職 業   建築家・浄土宗教師 

職業分類  建築設計 
 

 

ロータリー歴 

1978年 京都八幡ロータリークラブ創立 

 チャーターメンバー ;クラブ幹事 

1978-79年 京都八幡ロータリークラブ幹事 

1979 ～     各奉仕委員会  委員長 

1989-90年  GSE受入れ－D528 USAから5名 

1993-94年  京都八幡ロータリークラブ会長 

1994-95年  同会創立15周年記念事業実行委員長 

2003-04年  同会創立25周年記念事業実行委員長 

      ←国際奉仕委員長として GSE 受入れ 

 ーD9680 Australiaから5名 

      →GSE 派遣団団長として、D9680  

 Australiaへ（‘04・2/18-3/30） 

2004-06年 地区GSE委員会委員 

2007-08年 京都八幡ロータリークラブ創立30周年 

記念事業実行委員長 

2008-11年 地区ガバナー補佐 

2011-12年 地区ガバナーノミニー 

【その他】 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、

 ベネファクター 

 米山功労者（マルチプル）     

 

 

第２１回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会 決勝戦 

 

11月17日（日）小畑川グランド

において西京少年野球大会桂川

ロータリークラブ会長杯の決勝

戦と閉会式が開催されました。 

決勝戦には桂東ライオンズと洛

西サンボーイの合同チームと樫

原クラブが試合をしました。 

激戦の末 3対4で桂東ライオンズと洛西サンボーイの

合同チームが優勝しました。 

その後、表彰式が行われました。参加した選手は明る

く元気な子供たちでした。 
 

            一口茂樹幹事 記 
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   三重中央ＲＣ創立２５周年記念式典参加報告 

                              国際奉仕委員長 松尾 義平 

 

１１月７日 姉妹クラブ台湾三重中央ＲＣ２５周年記念例会に、内山会長ご夫妻以下、１５名が参加

いたしました。 

●参加者 内山夫妻  一口幹事  安田夫妻 

 末永夫妻  森  德田  児嶋  林 

 中川 万殿 太田 稲掛夫人 

 お嬢さん 松尾 以上１７会員家族 

記念例会は、ＴＥＩＮ会長の自社ビル６Ｆのレ

ストランで開催されました。 

会場の都合か？参加者は例年よりやや少なめで

したが、中身の濃いものでした。ガバナーのス

ケジュールの都合で、例年より１時間早く開会され、プログラムは順不同になりましたが、内山会長

の、簡潔、明瞭なあいさつに大きな拍手を頂きました。 

後は例により、各種表彰、演奏、踊など、詳細は省略しますが、４時間半の式典、祝宴が無事終了し

ました。（資料を持ち帰っていますのでお目とおしのほどを） 

今回は２５周年記念として、２泊３日台中方面のツアーが計画され、当クラブにも参加要請があり、

会長、夫人以下、安田、夫人、末永・夫人、森２５周年実行委員長、万殿親睦委員長、德田会員、稲

掛副会長夫人、お嬢さん、松尾国際の１２名が参加いたしました。 

児嶋、林、中川、太田４会員は、中国より７日台北入り、翌日８日、早朝よりゴルフ、夕刻帰国され

ました。中国土産の高級ワイン２本おすそ分け、ツアー１日目の晩餐会で有意義に使わせていただき

ました。謝謝 

一口幹事は、社用のため１泊で帰国、王さんの案内で１０１タワー、鼎泰豊の小籠包まではよかった

ようですが、飛行機が２時間遅れの出発、大変だったようです。お疲れ様でした。 

ツアー組はバス２台に分乗、２泊３日の台中

方面観光へ 

１日目・・地震教育園、１９９９年９月２１

日の台中大地震を忘れないため、全壊した中

学校を記念館として保存、其のすさまじさに

驚く。 

鹿谷農協で、ウーロン茶の歴

史を学ぶ。山の中、軽井沢の

ような環境の豪華ホテル。夜

晩餐会、カラオケで大宴会。

児嶋さんに頂いたワイン、三

重のご夫人方に大人気、それ

にしても三重のご夫人方、 

酒の強いこと・・・ 

 



 

「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 
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２日目・・渓頭森林区散策 大学の演習林、幹周り１６メートル？の神木ヒノキの

あるところまで階段のある山道を約２キロ、年寄り３名は中間地点の池で断念、 

下山、皆さん元気でした。 

神戸震災時に話題となったダンボールの教会、紹興酒工場の売店等見学、ホテルは

台中市内、一等地にある高級ホテル、夕食はＰＰ ＴＡＰＥさん友人経営のレスト

ラン。 

３日目・・午前中、木彫博物館,石造物で名高い仏教寺院見学、昼食後、私たちは

一緒に行動した多くの三重会員、家族に見送られ、帰国の途へ、三重中央の皆さ

ん、本当に有難うございました。 

そして、忙しい中を記念例会にご参加いただいた皆さんに感謝して報告とします。 

今日の歌   「里の秋」 

 
作詞 斎藤信夫  作曲 海沼実 

 

 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人 

栗の実 煮てます いろりばた 
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  １１・１２月の行事予定  

◆地区内行事 

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  

 １９日（木）→２１日（土） 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『１１月１４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（８名） 出席者 ２６名（４名）９６．３％ 

１０月３１日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．８％ 

ご来客２名  

会員スピーチ 

 「アラスカの思い出」 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 18,000円 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 5,000円 今年度累計 78,000円 

BOXへ 太田 勝彦、松尾 義平、鎌野 孝和 

田中  守、吉田  修 

 【米山奨学会箱】 小計 13,000円 今年度累計 233,000円 

上原 従正 ・レイテ島の災害お見舞。 

出射 靖生 ・林さんお世話になりました。 

 

末永  寛 

・台湾旅行 

 楽しかったですね。 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和、田中  守 

 

松尾 義平 

・来年も合同例会やるようです。 

 金門島らしい？ 

 

万殿 慎二 

・千田さんお世話になりありがとうご

 ざいました。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 20,000円 今年度累計  185,000円 

 

内山 正元 

・フィリピン、レイテ島 台風  

 被災者に思いを寄せて。 

 

 

一口 茂樹 

・先日、家に入ったドロボーが警察に 

 つかまったようです。 

 なにも返ってきませんでした。 

BOXへ 鎌野 孝和、藤井文治郎 

松尾 義平 ・今日はスピーチさせて頂きます。 

 

森  正廣 

・久しぶりの台湾旅行はハイキングと

 食事の大名旅行でした。 

 

万殿 慎二 

・松尾さん台湾ではたいへんお世話に

 なりました。 

 

 

稲掛 英男 

・訪台の皆様お疲れさまでした。 

 家内と娘がお世話になりありがとう

 ございました。 

德田 正彦 ・寒さが続きますね。 

出射 靖生 ・レイテ島の台風被害お見舞。 

吉田  修 ・松尾さん お疲れさまでした。 

田中  守 ・訪台の皆様お疲れ様でした。 

 

万殿 慎二 

・訪台の皆様 

 ありがとうございました。 

一口 茂樹 ・台湾訪問 お疲れ様でした。 

太田 勝彦 ・台湾おつかれ様でした。 

 

内山 正元 

・台北訪問の皆様 

 お疲れさまでした。 

 

德田 正彦 

・訪台 皆様方に大変お世話になり 

 ました。 

 【ニコニコ箱】  小計 36,000円 今年度累計 552,000円 

谷口 泰義 ・台湾三重行きごくろうさんでした。 

BOXへ 鎌野 孝和、髙橋 英明 

 

吉田  修 

・訪台の皆様、本当にごくろうさま 

 でした。 

 

松尾 義平 

・訪台の皆様 

 有難う御座いました。 

 

田中  守 

・安田先生、松尾さん 

 スピーチ大変楽しみです。 

 

稲掛 英男 

・安田会員、松尾会員のスピーチ 

 楽しみに 

 

児嶋 雄二 

・松尾様 いろいろお世話になりまし

 た。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！ 

 

 

森  正廣 

・今年の社員旅行は出雲大社でした。 

 玉造温泉での「どじょうすくい」は盛

 況でした。 

 

安田  勝 

・三重中央ロータリークラブの２５周

 年を祝して 

千田  適 ・本日、途中退席のお詫び 

 

出射 靖生 

・安田会員 松尾会員のスピーチ 

 楽しみに 

 安田  勝会員     松尾 義平会員 



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 

第３回クラブフォーラム「規定審議会」について 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】  

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２８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 ◆ 

地区新世代育成基金特別委員会 委員長 

京都洛西RC 吉川 裕丈様 

【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】 

「クラブ・デー」 

RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

－イニシェーションスピーチ－「自己紹介」 

「未定」 

「屋外広告物制度について」 

京都三条ラジオカフェの可能性 

「“未来は自らつくるもの”さて当クラブの未来はどうなるのでしょうか」

㈱風間八 ﾜｰﾙﾄﾞｳｨﾝｸﾞ京都 ﾁｰﾌﾄﾚｰﾅｰ 秋永 洋平様 「１００まで元気に動けるﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ」 

ガバナー公式訪問所感 

休会 

「第2650地区の青少年育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて」 

㈱AGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ代表取締役 東京RC会員 柴山哲治様 

会員 古川 隆三様 

大石神社宮司 進藤 秀保様 

洛和会ﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑ 救急・総合診療所 医師 石田 恵梨様 

 

会員 村主 一徳様 

－新人スピーチ－ 

クラブ・デー「奉仕・新世代・財団奨学部門 第４回クラブフォーラム」 

「ﾄﾞｸﾀｰG 総合診療科の役割」 

「脱サラしてチョコレート屋さんをはじめた理由」 

「企業のコンプライアンスに思う」 

「スポーツと経済・・・そして卓球」  ㈱大林組 代表取締役会長 大林 剛郎様 

＊ビジター受付は通常通り行われます。 

「衣食住ｱｰﾄに日本を目指して」 

「気」と「音響」 音響研究所長 鈴木 松美氏と観月 環様との対談 

「ロータリー財団簡単説明」 

「アメリカン エンターテイメント」 

京都三条ラジオカフェ 放送局長 時岡 浩二様 

 

Dari K 代表取締役 吉野 慶一様 

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ｴﾝﾀｰﾃﾅｰ Mr.Ge.Anderson氏 

下條 正人会員 知覧 弘道会員 

 

 

会員 岸田  進様 

京都市都市計画局 屋外広告物適正化推進室 

広告物指導第３係長 水野 正司様 

【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２２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２５日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１１月２６日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１１月２７日 

（水） 

ロータリー財団フォーラム「未定」 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会  

委員長 武生府中RC会員 大塚 紀夫様 

RI第2650地区ポリオ・プラス委員会委員 
森定 秀夫様 

「スーパーザーズデー」 

会員 若山 俊一様 

「青山音楽賞 新人賞受賞 寄田真見乃さん・尺八演奏会」 

－スピーチ－「山科と忠臣蔵」 


