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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１１５２回例会 ２０１３年１２月１２日（木） Vol.２４－２２ 

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 

  第４回クラブ協議会 上半期締め括り 

閉会点鐘  13：30 

プログラム 

１．１２月５日（木）に行われました年次総会にお

いて、信任投票により、次の方が次年度役員と

して満場一致で承認されました。 

   会長  千田 適 会長ｴﾚｸﾄ 稲掛英男 

   副会長 中川俊夫  直前会長 内山正元 

  幹事  万殿慎二  会計   内田勝彦 

  ＳＡＡ 上山泰弘 

出席者： 藤井(文)、林、一口、稲掛、鎌野、児嶋、

 万殿、松尾、森、瀬田、末永、髙橋、 

  田中、谷口、德田、内山、上原、上山、

 安田、吉田の各会員 

２．次週１９日（木）の例会は日時を変更し、２１

日（土）にクリスマス家族例会を開催します。 

３．2013～14年度 賛西会は３月８日（土）リーガ

ロイヤルホテル京都において開催されます。詳

細は後日お知らせしますが、ご予定ください。 

４．先週の理事役員会おいてフィリピン中部地域大

震災復興救援金として、クラブとして6,2000円

寄付する事になりました。 

５．１２月２５日（水）ローターアクトクラブが 

 京都タワービル前においてフィリピン台風被害

への募金活動を行います。ご協力よろしくお願

いします。（１１時～１５時） 

第２回炉辺会合第３班報告 
 

参加者： 千田、児嶋、出射、藤井(文)、近藤、太田 

 末永、藤井(敏)、髙橋の各会員 
 

１１月の２６日に桃園亭にて第２回炉辺会議を開催い

たしました。先ずはビールとコーラで乾杯！美味しそ

うな前菜のお皿がテーブルにドンと置かれてみんなで

くるくるテーブルを回転させること数回でほぼ完食。

次の料理が間髪入れずにまたテーブルに、この辺りで

中継ぎの紹興酒を投入！温かいのや冷たいの交えて 

緩急つけながらどんどん投入。そうこうしている間に

料理のお皿もいよいよ終盤へ突入、そこで今度は押え

の日本酒が登板！しかし押え切れずに投入に次ぐ投入

最後は押えの切り札「揚げ饅頭」でゲームセット。 

試合後のヒーローインタビューは押えの日本酒を打ち

崩した児嶋選手の「今日は真直ぐ帰って子供を風呂い

れよう」でした。 

こんな感じの試合（会合）でありましたが、政治や経

済の話から国際情勢を憂う話や会員増強などの話題で

盛り上がりました。 

太田 勝彦 

◇例会臨時変更のお知らせ 

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。 
 

 

新年会のご案内 
 

日時： ２０１４年２月１日（土）  

 １８：００～ 

場所：「美濃吉」 ℡ 255-0621 
     中京区烏丸通錦小路上ル  

  ﾌｸﾄｸﾋﾞﾙＢ１ 

 

会費：１０，０００円 

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 

 以上、ビジター受付はありません。 

－年次総会－ 

内山会長と選挙管理委員の安田会員 

谷口会員 



ﾛｰﾀﾘｰ家族月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

次回例会 １２月２１日（土） 

－クリスマス家族例会－ 

於 京都ｾﾝﾁｭﾘｰH １７：３０受付 １８：００より 

  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『１２月５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（８名） 出席者 ２０名（４名）７４．０％ 

１１月２１日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６.３％ 

ご来客０名  

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 5,000円 今年度累計 96,000円 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、上原 従正 

松尾 義平 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円 今年度累計 22,000円 

BOXへ 松尾 義平 

京都西山ＲＣ 

創立35周年記念例会・祝宴のご案内 
 

日 時： ２０１４年２月１５日（土）  

   登録開始 １５：３０～ 

   記念例会 １６：００～ 

   祝 宴 １８：１５～ 
 

場 所： ホテルグランヴィア京都 

登録料： １５，０００円 
 

 会員の皆様にも是非ご臨席下さいます様 

 お願い致します。 

 

 【米山奨学会箱】 小計 12,000円 今年度累計 262,000円 

 

吉田  修 

・上山さん  先日の炉辺会合では

 お世話になりました。 

BOXへ 万殿 慎二、松尾 義平、德田 正彦 

鎌野 孝和、稲掛 英男 

 

森  正廣 

・京響のコンサートを聞いての炉辺

 会合は最高でした。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 12,000円 今年度累計  257,000円 

 

一口 茂樹 

・内田さん 

 ありがとうございました。 

 

内山 正元 

・「和食」の世界遺産認定 

 喜ばしいですね。 

BOXへ 松尾 義平、末永  寛、上原 従正 

鎌野 孝和 

 

吉田  修 

・師走に 

 この一年を想う 

 

万殿 慎二 

・上山さん 

 炉辺ありがとうございます。 

BOXへ 児嶋 雄二、稲掛 英男、德田 正彦 

鎌野 孝和 

 【ニコニコ箱】  小計 28,000円 今年度累計 665,000円 

 

一口 茂樹 

・上山さん  炉辺会合ありがとう

 ございました。 

 

安田  勝 

・松尾様、出射様 

 先日はありがとうございました。 

内山 正元 ・年次総会まで、やっときました。 

 

松尾 義平 

・上山さん 炉辺メーキャップ 

 ありがとうございました。 

 

谷口 泰義 

・上山さん、お世話さんでした。 

 王さん美味しかったぜ 

 

森  正廣 

・「竹内栖鳳展」の最終日の１２月１日 

 は満員でした。 

 

吉田  修 

・忙しい毎日です。お互いに健康に 

 留意しましょう。 

林  良訓 ・早退おわび 

 

 会員誕生日お祝い  １２月おめでとうございます 

  ６日 一口茂樹会員 １５日 山本拓生会員 

 １５日 吉田 修会員  
 

 夫人誕生日お祝い 

  ４日 出射靖生会員夫人 喜代子様 

 １１日 千田 適会員夫人 満紀子様 

 ２８日 吉田 修会員夫人 末子様 

 ３０日 王  杲会員夫人 程 静様 
 

 結婚記念日お祝い 

  ２日 瀬田保二会員  ６日 林 良訓会員 

  ６日 中川俊夫会員  
 

 創業記念日お祝い 

  １日 松尾義平会員 京都生花㈱ 

  １日 山本拓生会員 山本拓生司法書士事務所 

 １２日 鎌野孝和会員 かまの外科医院 

 

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」 



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 

「年末家族例会」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
＊ビジター受付はありません 

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１９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 ◆ 

 

【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】 

＜年末家族例会の為、例会変更＞ 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

「“ひきこもりの国”と日本人の行方」 

～年末家族会～ 

「年の瀬と正月のﾌｫｰｸﾛｱ」 

クラブアセンブリー 上半期活動報告 下半期活動計画 

「右京警察署管内における治安情勢について」 

㈱京都ホテル  2013-14 RI第2650地区 米山学友会 会長 

ジャブリナー・スウェータさん 
「米山学友＆Я （私）」 

振替休会 

「クリスマスコンサート」 

～年忘れ家族親睦会～ 

ﾎﾞｰｶﾙ 小柳エリコ様 ﾋﾟｱﾉ 鈴木 修平様 ﾍﾞ^-ｽﾞ 黒石 昇

京都府右京警察署長 京都府警視 鈴木 泰年様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 

＊ビジター受付はありません 

京都大学こころの未来研究ｾﾝﾀｰ准教授 内田由紀子様 

－クリスマス忘年家族例会－ 

「故 髙田 亘会員 故 山田 栄一会友を偲んで」 

「クラブデー」 

第４回クラブ協議会 

「地域資源を活用したまちづくり・人づくり」 

「お布施の話」 壬生寺貫主 唐招提寺85世長老 元律宗管長 会員 松浦 俊海様 

ヴァイオリニスト eRika（小森 永李加）様 

「師走にジャズのひとときを」 

「来年の干支について」 山口 琢也会員 

「郵政事業の現況等」 

～年忘れ家族会の為、例会時間変更～ 

各委員会委員長 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

＊ビジター受付はありません。 

＊ビジター受付はありません 

 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

佛教大学歴史学部教授・日本民族学会理事 八木  透様 

【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１３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１６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月１７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月１８日 

（水） 

第４回クラブアッセンブリー 上半期締め括り・下半期計画 

日本郵便㈱ 近畿支社 副支社長兼支社長室長 城下 博行様 

 

「スーパーサーズデー」 

特定非営利活動法人 伏見観光協会  

専務理事 永山 恵一郎様 

第４回協議会「上半期進捗状況の検討と後半のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討」 

－年忘れ家族例会－ 


