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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１１５３回例会 ２０１３年１２月２１日（土） Vol.２４－２３ 

＜例会＞ 

  開会点鐘                                   18：00        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「きよしこの夜」 

  友愛の握手 

    会長挨拶 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

  閉会点鐘   

＜クリスマス家族会＞  18：30 

  開会挨拶 内山会長 

  乾杯 

  食事歓談 千田会長ｴﾚｸﾄ 

～クリスマスジャズコンサート～ 

 セレクテッド・ラポーより  

  閉会挨拶 稲掛副会長 

 「手に手つないで」      吉田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

プログラム 

１．本日は、クリスマス家族例会です。 

２．次年度理事メンバーが決定いたしましたので、

お知らせいたします。 

  ｸﾗﾌﾞ管理・運営 出射 靖生 

  親 睦   児嶋 雄二 

  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  末永  寛 

  職業奉仕  髙橋 英明 

  社会奉仕  上原 従正 

  新世代   山本 拓生 

  国際奉仕  松尾 義平 

  広 報   一口 茂樹 

  ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山 田中  守 

３．１月１８日（土）第2回奉仕プロジェクト部門

 新世代担当者会議が開催され、当クラブより林 

 新世代委員長が出席されます。 

ラポースーパートリオのご紹介 

 
豊田 敏次様 ＜ベース＞ 

１９４９年１２月３１日京都市生まれ 

高校卒業後、ギターからベースに変更 

現在、祇園ラポーに在籍３６年。  

 

渡辺 史公様 ＜ピアノ・ヴォーカル＞ 

１９４９年２月１７日生まれ 

同志社大学時代軽音楽部でＪＡＺＺを学

ぶ。 

卒業と同時にプロとして活動開始。 

現在に至る。 

主に、アメリカンポップス、映画音楽、 

ＪＡＺＺを得意なレパートリーとしている。 

 

渥美 直久様 ＜テナーサックス・フルート＞ 

京都外国語大学在学中より、 

アロージャスオーケストラなど数々のバン

ドで活躍。 

その後、ゴーストキッズに入り数多くの 

一流歌手のバックバンドをつとめる。 

現在も劇場、ＴＶ、舞台などで活躍中。 

テナーサックスでのアドリブは

勿論、持ち替え楽器フルートに

も定評がある。 

サックス奏者。 

 

「四つのテスト」 

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情深めるか 

みんなのためになるかどうか 
 

「きよしこの夜」 

きよしこの夜 星はひかり 

すくいの御子は  

まぶねの中に 

ねむりたもう いとやすく 

第４回クラブ協議会 

上半期締め括り 

      理事各位 
 

１２月会員誕生日お祝い 

  山本会員、内山会長 

  一口会員、吉田会員 

 おめでとうございます 
◇例会臨時変更のお知らせ 

１２月２４日（火）京都洛中ＲＣ、京都洛南ＲＣ 

１２月２６日（木）京都洛東ＲＣ 

１２月３０日（月）京都西ＲＣ 

 １月１５日（水）京都北東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

１２月２３日（月）京都紫野ＲＣ、京都中ＲＣ 

    京都平安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 

 以上、ビジター受付はありません。 



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

次回例会 １２月２６日（木） 

－年忘れフリートーキング－ 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『１２月１２日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（８名） 出席者 ２２名（３名）８４．６％ 

１１月２８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６.１％ 

ご来客２名  

日 時  2013 年 12 月 5 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、松尾、田中の各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．後期会費請求について 

４．クリスマス家族例会について 12/21（土） 

５．第6回クラブ討論会（研修ﾘｰﾀﾞｰ部門）1/23（木） 

６．例会休会及び休局について 

７．新年会について 

８．会員増強について 

９．その他 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 22,000円 

BOXへ 松尾 義平 

京都南ＲＣ 

創立60周年記念例会・祝宴のご案内 
 

日 時： ２０１４年３月１３日（木）  

   登録開始 １５：００～（呈茶席） 

   記念例会 １６：００～１７：１５ 

   祝 宴 １７：３０～１９：３０ 
 

場 所： リーガロイヤルホテル京都 

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。 

 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 7,000円 今年度累計  264,000円 

一口 茂樹 ・今年も残りわずかですね。 

田中  守 ・入会予定者の岸上様ようこそ。 

 

吉田  修 

・岸上 隆幸様 

 ようこそ！！ 

BOXへ 末永  寛 

千田  適 ・今年もあとわずかとなりました。 

 【ニコニコ箱】  小計 17,000円 今年度累計 682,000円 

 

内山 正元 

・第４回クラブ協議会への参加を 

 よろしくお願いします。 

京都南ＲＣ 

吉谷 正紀様 

・今日はお世話になります。 

 

 

吉田  修 

・忙しい年末、 

 交通事故に気をつけましょう 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

出射 靖生 ・家内誕生日自祝 

 

森  正廣 

・十津川温泉から果無集落へハイキン

 グ、これも熊野古道です。 

BOXへ 万殿 慎二、千田  適、稲掛 英男 

田中  守 

 

瀬田 保二 

・いよいよ今年も終わりが近づきまし

 た。御自愛下さい。 

一口 茂樹 ・今日は寒いですね。 

 【米山奨学会箱】小計 42,000円 今年度累計 304,000円 

内山 正元 ・アンデラ元大統領の死を悼んで。 

BOXへ 吉田  修、上原 従正、稲掛 英男 

田中  守 

 

森  正廣 

・来日外国人観光客は今年１千万人超 

 へ トップは台湾だそうです。 

谷口 泰義 ・寒い朝 五位鷺目をあけ 首かしげ 

 

出射 靖生 

・寒くなりました。 

 風も強く冬らしくなりましたね。 

 

瀬田 保二 

・歳末です。皆様頑張って良い年を 

 迎えましょう。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 8,000円 今年度累計 104,000円 

BOXへ 田中  守、吉田  修 

安田  勝 ・クラブ発展の為に 

山本 拓生 ・友人の死をいたんで 

  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 

 １月２５日（土） 第２回社会奉仕委員長会議  

 京都ﾊﾟﾙｽﾌﾟﾗｻﾞ 13：00受付 13：30～16：30 

 ２月 ２日（日） 地区職業奉仕「講演会」 京都ﾃﾙｻ 

 12：00受付 13：00～16：00 

◆クラブ内行事  

 １月 ２日（木） 休会 

 １月 ９日（木） １月度定例理事役員会 

 １月１６日（木） 次年度理事役員会 

 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 



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 

休会 
【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２６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 ◆ 

特定非営利活動法人つくし 副理事長 原  龍治様 

【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】 

「嵯峨野奨励金表彰式」 

京都府特別参与 井端 泰彦様 

「年忘れ家族会」 例会時間臨時変更 

「京都ライトハウス（視覚障害者福祉施設）」 

「年忘れ家族例会」 

移動例会 

祝日休会 

＊ビジター受付はありません 冬の家族親睦例会 

「健康で尊厳性を持ち長生きするための京都の取り組みについて」 

故 西村清次名誉会員 追悼例会 

休会 

＊ビジター受付はありません 

 

布施 栄一様、福川 敦子様 

＊ビジター受付はありません 

 

＊ビジター受付はありません 

祝日休会 

休会 

臨時休会 

「日本の精神医療保険福祉の現状」 

「～年忘れ家族会の為、２５日（水）に変更～」 

－新会員スピーチ－ 金子 裕之様 三宅 耕二様 

 

休会 

年忘れ家族例会 ２１日（土）に変更 ＊ビジター受付はありません 

クリスマス忘年家族例会のため例会臨時変更 

休会 

＊ビジター受付はありません 

＊ビジター受付はありません 

＊ビジター受付はありません 

＊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 

会員 弓削 経夫様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

【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２０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２３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月２４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１２月２５日 

（水） 

「南極の大自然と生物たち」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

立命館大学理事 生物科学部長 今中 忠行様 

「年忘れ家族会」２４日（火）に変更 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

第２３回家族同伴夜間例会 

－新会員スピーチ－ 


