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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１１５４回例会 ２０１３年１２月２６日（木） Vol.２４－２４ 

プログラム 

１．先日のクリスマス家族例会には多数の会員、

ご家族の参加ありがとうございました。 

２．１月２日（木）の例会は休会です。 

３．１月９日（木）例会終了後、１月度定例理事

 役員会を開催いたします。よろしくお願い致し

 ます。 

47年後の恩返し ― 台湾の学友・鐘維源さん ―  
  

台湾から、米山学友の鐘 維源さん（1966-67／堺ＲＣ）

が11月27日、事務局を訪問してくださいました。 

鐘さんは、なんと今から47年前の奨学生で、82歳だそう

です。当時は航空券を買うお金もなく、12人乗りのバナ

ナボートで来日。東京農工大学で学んだ後、大阪大学大

学院へ進学し米山奨学生となりました。 

「社長さんなど偉い方ばかりで、私は上手な日本語も話

せず、例会では小さくなっていた」と、当時を振り返る

鐘さん。現在は奥様とともに台湾で高分子化学の会社を

営んでいます。 

また、鐘さんは亡くなったお兄さんを記念して奨学金制

度を作り、高校生約10人を毎年支援するなど、社会貢献

をモットーとしています。 

2011年の東日本大震災の時には、会社の1ヶ月分の売り

上げを義援金として送ってくださったそうです。そして

今回、「日本のみなさんに恩返しをしたい」と、米山奨

学会へ10万円ものご寄付をしてくださいました。 
 

▼鐘さんからのメッセージ 

------------------------------ 

学業に限らず、日本の文化、社会、日本人の卓越なる道

徳、社会に貢献する精神、礼儀作法等多くのことを留学

の成果として、台湾に持ち帰りました。以来、逆境の中

でなんとか頑張っています。 

 私はロータリアンではありませんが、社会に対する 

貢献、奉仕の精神は今でも堅持しています。ありがとう

ございます。 

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 

 

  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 

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

 １月１４日（火）京都洛南ＲＣ 

 １月１５日（水）京都北東ＲＣ 

 １月１７日（金）京都伏見ＲＣ 

 １月２７日（月）京都中ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 １月 ７日（火）京都洛南ＲＣ 

 １月 ９日（木）京都西山ＲＣ  

 １月２４日（金）京都紫竹ＲＣ 

 １月２７日（月）京都平安ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

 

    新年会のご案内 
 

日時： ２月１日（土）  

 １８：００～ 

場所：「美濃吉」℡ 255-0621 
 

会費：１０，０００円 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 今日の歌「お正月」 

  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 

  －年忘れフリートーキング－ 

閉会点鐘  13：30 

今日の歌 「お正月」 
 作詞 東 くめ    

作曲 滝廉太郎  

もういくつねると お正月 

お正月には 凧あげて 

こまをまわして 遊びましょう 

はやく来い来い お正月 



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

次回例会 １月９日（木） 

  「年男放談」 
 

     松尾 義平会員、瀬田 保二会員 

        田中  守会員 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『１２月２１日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（８名） 出席者 ２３名（３名）８８．４％ 

１２月５日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ７４.０％ 

ご来客（ご夫人）１３名  

 

クリスマス家族例会に会員２３名、ご

夫人１３名のご参加を頂きありがとう

ございました。 

祝宴では「ラポースーパーデュオ」に

よる演奏、生演奏をバックに内山会長

夫妻・吉田会員・内田会員に 

よる歌声、最高に盛り上がりまし

た。 

帰りには松尾会員よりたいへん 

きれいなお花をご用意頂き、最後

の最後まで皆様のご協力で楽しい

時間をすごすことが

出来ました。 

 【米山奨学会箱】小計 29,000円 今年度累計 333,000円 

 

内山 正元 

・留学生の皆様に、ハッピーなクリス 

 マス、よき新年が訪れますように。 

稲掛 英男 ・メリーⅩマス。 

王   杲 ・メリークリスマス。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 22,000円 

BOXへ 吉田  修、児嶋 雄二、上山 泰弘 

田中  守 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 12,000円 今年度累計 116,000円 

BOXへ 児嶋 雄二、田中  守、吉田  修 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 35,000円 今年度累計  299,000円 

内山 正元 ・年末年始、皆様、おケガのないよう 

 に。 

児嶋 雄二 ・メリークリスマス。 

BOXへ 万殿 慎二、千田 適、上山 泰弘 

田中  守 

一口 茂樹 ・メリークリスマス。 

吉田  修 ・年内、もう一回例会がありますね。 

上原 従正 ・今年もお世話になりました。 

 

谷口 泰義 

・寒い日ですね。楽しい家族会に 

 なります様に。 

 【ニコニコ箱】  小計 38,000円 今年度累計 720,000円 

内山 正元 ・祝、クリスマス家族例会。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

瀬田 保二 ・皆様の健康を祈って。 

 

森  正廣 

・関東ロードレース成田１２７回目 

 日本最古のマラソン大会。 

 

安田  勝 

・メリークリスマス 

 皆様よいお年を。 

・メリークリスマス 一口 茂樹、稲掛 英男、髙橋 英明 

万殿 慎二、王   杲、上原 従正 

末永  寛、田中  守、德田 正彦 

吉田  修、千田   適、藤井文治郎 

松尾 義平 

BOXへ 上山 泰弘 

  内山会長夫妻 

  ラポーの渡辺様、豊田様 



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～ 

１月２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 ◆ 

＊ビジター受付はありません 

【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】 

「祝日休会」 

 

「休会」 

「休会」 

「休会」 

「休会」 

「休会」 

＊ビジター受付はありません 「休会」 

「祝日休会」 

「休会」 

「休会」 

＊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 

＊ビジター受付はありません 

 

 

＊ビジター受付はありません 

「休会」 

「祝日休会」 

「祝日休会」 

「休会」 

「休会」 

「祝日休会」  

＊ビジター受付はありません 

「休会」 

「休会」 ＊ビジター受付はありません 

「休会」 

「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 

【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２7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３０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１２月３１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月１日 

（水） 

「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 

「休会」 

＊ビジター受付はありません 

「休会」 

「休会」 


