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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」 
-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」 

RI会長 ロン Ｄ.バートン氏 

-Engage Rotary Change Lives- 
2013～14RIﾃｰﾏ 

「今年の見納め」 

撮影 谷川 幸蔵氏 



 第１１５１回例会 ２０１３年１２月５日（木） Vol.２４－２１ 

開会点鐘                                    12：30        

  国家「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 

 －年次総会－ 

 閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．本日は年次総会です 

 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。 

２０１３～２０１４年度 地区大会 

 

 日程： ３月２９（土）・３０日（日） 

 会場： 国立京都国際会館 

 グランドプリンスホテル京都 

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：京都八幡RC  
 

＜２９日＞ 

14：00‐16：00 会長・幹事・地区委員長会議 

17：00‐19：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 

＜３０日＞ 

  7：30‐8：20 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

10：00‐11：30 新会員セミナー 

10：00‐11：30 青少年交流会 

11：30 受付 

12：45‐ プロローグ～京小町踊り子隊 

13：00‐16：20 大会本会議 特別講話（千玄室氏） 

       記念講演（松野文俊氏） 

17：00‐18：30 大懇親会 

 

＜記念講演＞ 

松野 文俊（まつの ふみとし）氏 

京都大学 工学研究科 教授 工学博士 

特定非営利活動法人国際レスキューシステム研究 

機構副会長 

｢財団資金の使途」 

RI第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員 

大津東RC会員 

岩崎 辰雄様 

◇例会臨時変更のお知らせ 

１２月１１日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

１２月１２日（木）京都南ＲＣ、京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 

１２月１３日（金）京都伏見ＲＣ 

１２月１７日（火）京都東山ＲＣ 

１２月１８日（水）京都朱雀ＲＣ 

１２月１９日（木）京都西山ＲＣ 

１２月２０日（金）京都洛西ＲＣ、京都乙訓ＲＣ 

１２月２４日（火）京都洛中ＲＣ 

１２月２６日（木）京都洛東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

１２月１２日（木）京都洛北ＲＣ 

１２月１６日（月）京都平安ＲＣ 

１２月１８日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１２月１９日（木）京都北ＲＣ、京都さくらＲＣ 

１２月２０日（金）京都東ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 

１２月２５日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

１２月２６日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 

    京都西山ＲＣ、京都さくらＲＣ 

１２月２７日（金）京都東ＲＣ、京都伏見ＲＣ 

    京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 

    京都乙訓ＲＣ 

１２月３０日（月）京都紫野ＲＣ、京都中ＲＣ 

    京都平安ＲＣ 

１２月３１日（火）京都東山ＲＣ、京都西南ＲＣ 

    京都洛中ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 
 

 

１１月会員誕生日お祝い 

 千田会員、松尾会員、 

 会長、髙橋会員 

日 時： ２０１３年１２月２１日（土）  

  １７：３０受付、１８：００より 
 

場 所： 京都センチュリーＨ 

       「瑞鳳の間」 



ﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １２月１２日（木） 

クラブ・デー 

第４回クラブ協議会 

  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～ 

 ２月２３日（日） 第７回桂川ｸﾘｰﾝ大作戦 

 ２月２０日（木） 京都西南ＲＣとの合同例会 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『１１月２８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（８名） 出席者 ２５名（３名）９６．１％ 

１１月１４日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６.３％ 

ご来客１名  

   第２回炉辺会合第２班報告 
 

参加者： 谷口、内山、内田、森、万殿、一口、山本、

 吉田、上原、松尾、瀬田、上山の各会員 
  

11月最後の夜、紅葉の見ごろライトアップと重なり四

条界隈は大変な混雑の中ほぼ時間通りに桃園亭の13階

に於いて開催いたしました。東に見える清水、高台

寺、知恩院のライトアップという最高の眺めとおいし

い北京料理をいただきながら浮き世話（民の語源、謝

謝の話）に花を咲かせながらも現在入会候補者2名の

現状と他クラブとの動向について意見を交換し次への

ステップと

なることを

強く思った

会でした。 

  

リーダー： 

上山 泰弘 

 【米山奨学会箱】 小計 5,000円 今年度累計 250,000円 

 

王   杲 

・１２月５日、１２日の例会をお休み 

 のおわびに 

BOXへ 吉田  修、山本 拓生、田中  守 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 5,000円 今年度累計 91,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 

谷口 泰義 

・年月の過ぎるのは早いものです。 

 もう、１１月終りですね。 

 

太田 勝彦 

・先日の炉辺会楽しかったです。 

 ありがとうございました。 

田中  守 ・岩崎様 本日はお世話になります。 

一口 茂樹 ・岩崎様 よろしくお願いします。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 46,000円 今年度累計  245,000円 

森  正廣 ・岩崎様をお迎えして。 

 

内山 正元 

・紅葉のまっただなか、京都に住んで 

 いて幸せを感じます。 

安田  勝 ・財団月間によせて 

 

出射 靖生 

・千田さん炉辺会議お世話になりまし

 た。 

 

王   杲 

・瀬田先生 先日、ご友人をご紹介い 

 ただき有難う御座いました。 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 

BOXへ 千田  適、稲掛 英男、万殿 慎二 

 【ニコニコ箱】  小計 33,000円 今年度累計 637,000円 

RI第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員 

大津東ＲＣ会員   
岩崎 辰雄様 

 

森  正廣 

・紅葉の黒谷から真如堂へ 

 京大の学園祭に初めて入りました。 

一口 茂樹 ・ガバナー公式訪問お疲れ様でした。 

 

内山 正元 

・王さん、昨日は、奥様ともども接待

 いただきありがとうございました。 

 

 

王   杲 

・内山先生 

 昨日、ご友人を紹介いただき有難う 

 御座いました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！ 

出射 靖生 ・岩崎様をおむかえして 

BOXへ 田中  守、万殿 慎二 

 

千田  適 

・王さん、炉辺集会 ありがとうござ 

 いました。おいしかったです。 

 

藤井文治郎 

・千田先生、先日はお世話になりまし 

 た。 

 

瀬田 保二 

・寒くなりました。 

 皆様御自愛下さい。 

 

児嶋 雄二 

・先日の炉辺会合 

 ありがとうございました。 

稲掛 英男 ・岩崎様をお迎えして 

吉田  修 ・岩崎様 本日はごくろうさまです。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 2,000円 今年度累計 21,000円 

BOXへ 太田 勝彦 

 

上原 従正 

・アフガン、アフリカでポリオがはやっ

 ているようです。 



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 

「大森奉仕プロジェクト委員長と西野青少年奉仕委員長対談」 
【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１２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】 

「クラブ・デー」 

 

－イニシエーションスピーチ－「情報と医療」 

「経営者、現場管理者のための労務管理」 

「新会員スピーチ」 

年次総会 

「認知症本人と家族への理解」 

京都大学大学院農学研究科 教授 小田 滋晃様 「わが国の農業・食料を巡る現状とゆくえ」 

「クラブ情報集会報告」 

「年末会員家族懇親会」 

－会員スピーチ－「弊社の活動について」 

＊ビジター受付はありません 

公益社団法人認知症の人と家族の会 京都府支部代表 荒牧敦子様 

担当 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・社会奉仕理事 塩路 徹様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会員 萩原 達郎様 

会員 湊 小太郎様 

「新入会員スピーチ」  知覧 弘道会員 

「忘年家族会」例会時間・場所変更 

「年忘れ親睦家族例会」 

－年末家族例会－ 

「宇治川の鵜飼」 

「アンナ・ハーレントとユダヤ人問題」 同志社大学名誉教授、会員 山本 浩三様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

クラブ・デー 

「フランスワインを通じて見えてきた世界」 ｱﾙﾓﾆｰ・ﾄﾞｩ・ｳﾞｧﾝ代表取締役 井上 酉子様 

「ご縁をつないで、夢は叶う」 

「日本酒で乾杯と海外戦略」 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会員 越川 哲也様 

㈱増田德兵衞商店 代表取締役 増田 德兵衞様  

「会員スピーチ」  新井 孝行会員 

日本ﾕﾈｽｺ協会連盟理事  
芦屋市立美術館館長 廣瀬 忠子様 

京都府防衛協会理事 田中  峰子様 

社会保険労務士 山尾 枝穂様 

清水  昌様 篠原 栄二様 矢野 雅史様 

【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 

１２月６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９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月１０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月１１日 

（水） 

ふれあい例会 

2013年第45回ﾐｽ日本ｺﾝﾃｽﾄｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 鈴木恵利佳様 

 

「防衛と私」 

宇治川の鵜飼 鵜匠 澤木万里子様 

「ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」活動と私 

－奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｸﾗﾌﾞ・ﾌｫｰﾗﾑ－ 


