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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１１５０回例会 ２０１３年１１月２８日（木） Vol.２４－２０ 

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 

    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 

｢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 

 閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．次週の例会は年次総会です 

 例会終了後、１２月度定例理事役員会を開催い

たします。ご出席よろしくお願い致します。 

次回例会 １２月５日（木） 

－年次総会－ 

岩崎 辰雄様 

ご略歴 大津東ロータリークラブ 

 ロータリー歴 ２１年 

 会長 ３回 

 地区ロータリー財団委員 １０年 

2013-14年度 第２回炉辺会合第１班報告 
 

参加者：安田、徳田、稲掛、中川、林、王、鎌野の各会員 
 

１１月１６日（土）龍門岡崎店にて、観光シーズンに

入った京都の最もメインな観光地で開催。王さんには

ご多忙の中、特別な本格的な四川料理を出していただ

き心から感謝申し上げます。普段食べたことのない料

理の数々を本当に堪能致しました。欠席の方々、特に

ドタキャンの方には残念なことでした。ビール、紹興

酒の杯もどんどん空け、話もはずみ、中でもクラブの

現状を省みる時、会員増強は必須であることを改めて

各自の心に刻みました。２５周年に向けて、特に 

若い方の入会という形で実を結ぶことを期待してい

る。     リーダー：鎌野 孝和 

 

甲午歳 裏千家初茶会のお知らせ 
 

茶道裏千家では、正月恒例の初茶会に下記要領

にて、市内ロータリークラブの方々にご案内申

し上げることとなりました。 

これは、千玄室大宗匠が、「ロータリーは、紳士

淑女の道場の場でありなかでもお茶の席はまさに

ロータリアンの交わりにふさわしい場である」と

常に言っておられることから、新しい年もまず 

初茶会から始めたいとの思いからであります。 

参加ご希望の方は１２月１０日迄に当クラブ 

事務局までお知らせください。 

 
  

【日 時】 平成２６年１月２７日（月） 

 午前中に数席予定 
 

【場 所】 茶道裏千家 

 （上京区小川通り寺之内上ル） 

会員誕生日お祝い 

  １日 髙橋英明会員 １６日  松尾義平会員 

 ２２日 千田 適会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １１日 田中   守会員夫人 喜美子様 

 ２２日 内山正元会員夫人 容子様 

 ２８日 中川俊夫会員夫人 美智子様 

 

結婚記念日お祝い 

  １日 出射靖生会員  ３日  山本拓生会員 

  ６日 鎌野孝和会員 １６日  森 正廣会員 

創業記念日お祝い 

  ５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院 

 

１１月おめでとうございます 

 

日 時  2013 年 11 月 14 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、 

  万殿、上原、中川、松尾、田中、 

  内田の各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．第２１回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会協賛金について 

４．インターアクトについて 

５．三重中央RC訪問について 

６．ガバナー公式訪問について 

７．年次総会について 

８．第４回クラブ協議会について 

９．クリスマス家族例会について 

１０．太田勝彦会員の委員会配属について 

１１．会員増強について 

１２．その他 



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

  １２・１・２月の行事予定  

◆地区内行事 

 １月１８日（土） 第２回奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門新世代担当会議 

 京都平安ホテル 13：30～16：30 

◆クラブ内行事  

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 18：00～ 

 １９日（木）→２１日（土） 

 １月 ２日（木） 休会 

 １月 ９日（木） １月度定例理事役員会 

 ２月 １日（土） 新年会 於：美濃吉 18：00～ 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『１１月２１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％ 

ご来客３名  

「ガバナー公式訪問所感」 

 RI第2650地区ガバナー 坂本 克也様 

 

千田  適 

・ガバナーをお迎えして 

 よろしくお願いします。 

一口 茂樹 ・坂本ガバナーをお迎えして。 

 

内田 勝彦 

・坂本克也ガバナーをお迎えして。 

 よろしくお願いします。 

内山 正元 ・坂本ガバナーをお迎えして。 

 【ニコニコ箱】  小計 52,000円 今年度累計 604,000円 

出射 靖生 ・上山先生 お世話になりました。 

田中  守 ・坂本ガバナーをお迎えして。 

児嶋 雄二 ・坂本ガバナーをお迎へして！ 

吉田  修 ・坂本ガバナーをお迎えして。 

 

上山 泰弘 

・坂本ガバナー 

 よろしくお願い致します。 

森  正廣 ・坂本ガバナーをお迎えして。 

松尾 義平 ・坂本ガバナーをお迎えして。 

髙橋 英明 ・坂本ガバナーをお迎えして。 

上原 従正 ・坂本克也ガバナーをお迎えして。 

林  良訓 ・ようこそ坂本ガバナー。 

稲掛 英男 ・ガバナーをお迎えして。 

RI第2650地区ガバナー  坂本 克也様 

RI第2650地区ガバナー補佐  嵯峨 法夫様 

RI第2650地区副幹事長  畑中 清博様 

德田 正彦 ・鎌野先生 炉辺幹事お世話様でした。 

 

 

鎌野 孝和 

・王さん 

 先日の炉辺会合では本当に「おもて

 なし」ありがとうございました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 14,000円 今年度累計  199,000円 

 

内田 勝彦 

・畑中清博、国際奉仕、財団米山担当 

 副幹事長ようこそ、ご苦労様です。 

 

吉田  修 

・２５回目の公式訪問ですね。 

 （ずいぶんと親近感を感じますね。） 

 

田中  守 

・坂本ガバナー 

 ご指導よろしくお願い致します。 

末永  寛 ・坂本ガバナーをお迎えして 

 

上山 泰弘 

・坂本ガバナーよろしくお願い致しま

 す。 

出射 靖生 ・坂本ガバナーをお迎えして。 

鎌野 孝和 ・坂本克也ガバナーを迎えて。 

 

一口 茂樹 

・坂本ガバナー本日はよろしくお願い 

 します。 

 【米山奨学会箱】 小計 12,000円 今年度累計 245,000円 

 

内山 正元 

・嵯峨様、畑中様 

 本日はご苦労さまです。 

 

 

森  正廣 

・富山県 入善町扇状地マラソンは 

 北アルプスを背景に快適な走りでし 

 た。 

 

内田 勝彦 

・嵯峨法夫ガバナー補佐 

 いつもありがとうございます。 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 

上山 泰弘 

・坂本ガバナー 

 よろしくお願い致します。 

 

谷口 泰義 

・冷たいぞ どうだんつつじ 

まっかっか 

 

稲掛 英男 

・王さん、鎌野先生 先日の炉辺お世 

 話になりありがとうございます。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 8,000円 今年度累計 86,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 

 

内田 勝彦 

・洛西高校インターアクトメンバーは

 現在９名となりました。 

 御協力よろしくお願いします。 

山本 拓生 ・お久し振りです。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円 今年度累計 19,000円 

BOXへ 内田 勝彦 



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 

「会員による井戸端会議」 
【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～ 

１２月５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 ◆ 

嵐山おもてなし協議会 幹事 
嵐山いしかわ 竹乃店 代表 石川 恵介様 

【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】 

「インドネシアの水質源開発事業」 

天台宗淨大本山法主 盧山寺管長 町田 泰宜様 

－休会－ 

「未定」 

「職業奉仕会員スピーチ」 

ロータリー財団月間に因んで 

「東京五輪2020で日本の社会は何が変わるのか？」 

ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ 岩崎 裕美さん 「新しい京のまちおこし 人おこし 着物おこし」 

「京都の魔界」 

「日米女子ﾂｱｰの今後の展望とｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向けての若手育成について」 

「精進料理から探る京の食文化」 

ワイングロッサリー代表取締役 吉田 まさきこ様 

ｽﾎﾟｰﾂ評論家 玉木 正之様 

 

京都産業大学 神山交響楽団 

開発コンサルント 京都大学博士 ボナニノジャンルカ様 

＊ビジター受付はございません 

「イラストレーションのいろいろ」 

「年次総会」 

「クリスマス アンサンブル」 

「嵐山のOMOTENASHIと新しい価値創造」 

「“ﾀﾝｺﾞ”～情熱とﾉｽﾀﾙｼﾞｰの音楽～」 

－新会員スピーチ－「新聞づくりの舞台裏」 磯田 晴久様 

ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌｧｰ 小田 美枝様 

「ワイン理解の法則」 

会員スピーチ ・年次総会  

「京都の国際交流」 

－新入会員ｽﾋﾟｰﾁ－「京都第二日赤病院の歴史とｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの必要性」 

地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 委員  

ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会委員長 石田  徹様 

 

京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学 生活福祉文化学部 教授 鳥居本幸代様

会員 日下部虎夫様 

当クラブ米山奨学生スピーチ 楊 振受さん 

 

社会保険労務士 小林新治・事務所 小林 新治様 

中山整形外科クリニック院長 中山 治樹様 

職業奉仕会員 

【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２９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 

１２月２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月４日 

（水） 

「高齢社会のオアシス プロバスクラブの効用」 

公益財団法人 京都市国際交流協会 専務理事  柴田 重徳様 

プロバスクラブ京都会長 前田 英彦様 

「会社が良くなる助成金活用法」 

高橋 京子様 上田 裕司様 

「クラブ・フォーラム」 終了 2時まで 

クラブ・デー/年次総会 


