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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」 

「お正月」 

撮影 山本 拓生氏 

-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 



 第１１５６回例会 ２０１４年１月１６日（木） Vol.２４－２６ 

プログラム 

１．本日例会終了後、次年度理事役員会を開催い

 たします。よろしくお願いいたします。 

２．豊田弥八郎会員が１２月３１日をもって健康

 上の都合により退会されました。 

３．2013～14年度地区大会の申し込み締切が１月

 １７日（金）となっております。多数のご参加を

 お願いいたします。 

  

★ 重要なお知らせ ★ 

 

・税制上の優遇措置について 

 

ロータリー米山記念奨学会へご寄付いただくと、税

制優遇を受けることができます（要確定申告）。

「税額控除」か「所得控除」いずれか有利な方式を

選択できます。 
 

昨年1～12月に特別寄付をした方には、今年1月末ま

でに申告用領収書をクラブ経由でお送りします。 

12月30日（月）当会着金分までが対象です。 
 

また、普通寄付分の申告用領収書は、申請のあった

クラブのみ、特別寄付分に同封して送付します。 

日 時  2014 年 1 月 9 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、千田、一口、髙橋、 

  末永、上原、中川、林、松尾、山本、 

  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．後期会費納入状況について 

４．地区大会登録について 

５．京都西南RCとの合同例会について2/20（木） 

６．職業奉仕「私の職業と職業奉仕」の 

取り扱いについて 

７．第７回ｸﾗﾌﾞ討論会（社会奉仕･国際奉仕部門） 

  2/27（木） 

８．第３回炉辺会合について  

９．第１７回川クラブ友好の集いについて  4/6（日） 

１０．山田 芳弘会員休会について 

 

１２．会員増強について 

１３．その他 ・夫人同伴例会について 2/13（木） 

  「年男放談」 

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

 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２４日（金）京都紫竹ＲＣ 

 １月２７日（月）京都平安ＲＣ 

 ２月 ５日（水）京都西北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「ペチカ」 

  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 

  第６回クラブ討論会 

     （研修リーダー部門） 

 閉会点鐘  13：30 

今日の歌 「ペチカ」 
    北原白秋作詞   

    山田耕筰作曲 

雪のふる夜は たのしいペチカ 

パチカ燃えろよ お話しましょ 

むかしむかしよ 

燃えろよ ペチカ 

松尾 義平会員 

瀬田 保二会員 田中   守会員 



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

◇出席率報告◇ 

出席率報告『１月９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（７名） 出席者 ２４名（４名）８８．８％ 

１２月２６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．８％ 

ご来客２名  

  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 

 ２月 ９日（日） ｲﾝﾀｰｱｸﾄ提唱ｸﾗﾌﾞ委員長並びに提唱校 

 顧問教論会議 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞH  13：30～ 

 ２月１５日（土） 京都西山RC創立35周年記念例会並びに 

 祝宴 Hｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 15：30受付 16：00～ 

◆クラブ内行事  

 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２０日（木） 京都西南ＲＣとの合同例会 

 ２月２３日（日） 第７回桂川ｸﾘｰﾝ大作戦 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計 24,000円 

 【ニコニコ箱】  小計 59,000円 今年度累計 820,000円 

名誉会員 

大森 英彦 

・新年お目出度うございます。 

 ご無沙汰しています。 

 ２５周年頑張って下さい。 

 

 

内山 正元 

・おめでとうございます。 

 初詣に、岡崎神社へまいってきま

 した。 

一口 茂樹 ・明けましておめでとうございます。 

藤井文治郎 ・賀正 

稲掛 英男 ・明けましておめでとうございます。 

鎌野 孝和 ・あけましておめでとうございます。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 

林  良訓 ・おめでとうございます。 

千田  適 ・謹賀新年 

 

森  正廣 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願い致します。 

末永  寛 ・本年もよろしくお願い致します。 

 

田中  守 

・おめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いします。 

松尾 義平 ・謹賀新年 

 

吉田  修 

・謹賀新年 

 今年もよろしくお願いします。 

山本 拓生 ・あけましておめでとうございます。 

谷口 泰義 ・今年もどうかよろしくお願いします。 

  

王   杲 

・謹賀新年！ 

 今年も宜しくお願いします。 

 

万殿 慎二 

・謹賀新年 

 本年もよろしくお願いします。 

德田 正彦 ・謹賀新年 平成２６年もよろしく。 

 

中川 俊夫 

・今年こそ 

 世界に平和を！！ 

 

 

瀬田 保二 

・あけましてお目出とうございます。 

 年男としておしゃべりさせて頂きま

 す。 

 

安田  勝 

・謹賀新年 

 本年も宜しくお願い致します。 

 

出射 靖生 

・本年もよろしく御願い申し上げま 

 す。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 16,000円 今年度累計  324,000円 

 

内山 正元 

・サッカー、京都橘高校、頑張れ！ 

 （準決勝進出） 

一口 茂樹 ・あと半年 よろしくお願いします。 

千田  適 ・今年もよろしく 

 

森  正廣 

・今年の正月は、娘の厄年につき 

 立木山へつきあいました。 

出射 靖生 ・謹賀新年 

松尾 義平 ・謹賀新年 

王   杲 ・今日は十日えびす、商売繁盛！ 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和 

 

山本 拓生 

・６年ぶりに年末年始を家で過ごしま

 した。 

 

 

吉田  修 

・ロータリーに入って２５回目の正月

 を迎えました。いつも意気軒昴でい

 きたいものです。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 5,000円 今年度累計 127,000円 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

 

田中  守 

・会長、幹事 

 本年もよろしくお願いします。 

松尾 義平 ・謹賀新年 

 【米山奨学会箱】小計 21,000円 今年度累計 362,000円 

瀬田 保二 ・謹賀新年 

松尾 義平 ・謹賀新年 

 

稲掛 英男 

・松尾会員、瀬田会員、田中会員の 

 スピーチ楽しみに。 

BOXへ 藤井文治郎、鎌野 孝和、千田  適 

吉田  修、德田 正彦、田中  守 

 

出射 靖生 

・松尾さん、瀬田さん、田中さん 

 スピーチ楽しみに。 

 

王   杲 

・消費税上ると共に景気良くなって 

 ほしい。 

次回例会 １月２３日（木） 

クラブ・デー 

-新入会員スピーチ- 

 「涙活について」 

    太田 勝彦会員 



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 

「未定」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
健康管理委員会 委員 久郷 敏明会員 

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２３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 ◆ 

堀井 道晃会員 

【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】 

「第４回クラブ・アッセンブリー」 

竹鳴会 和田 篤志様 

-ロータリー理解推進月間スピーチ-「ちょっと無理してロータリー」 

～新年会～ 

「運動で作る 負けない体」 

「第４回フォーラム 社会奉仕について」 

「RotaryのＵｎｄｅｒstand－理解とは-出ること・知ること・わかること」 

ＴＹｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ代表 東洋科学㈱ 取締役 安井 孝氏 「企業の危機管理について」 

「雅楽」 

「第一印象は一瞬で決まる！心を掴む色彩印象学」 

第５回クラブアッセンブリー「上半期の反省・下半期の方針」 

京都市産業観光局観光政策監 村上 圭子様 

会員 栗原 伸治様 

瓢亭 第14代当主 高橋 英一様 

同志社社史資料センター元事務局長 落合万里子様 

 

会員 中村 幸男様 

-会員スピーチ- 

「感染症予防について」 

「『八重の桜』から会津と京都」 

新会員スピーチ 

「～新春 歳男放談～」 

「大震災・放射線災害からの再起 

～地域における医療の本質を見据えて」 
公益財団法人星総合病院理事長 星 北斗様 

㈱ﾋﾞｭｰﾑ 代表取締役 上田みづ穂様 

「新しい観光振興計画の策定について」 

第５回クラブフォーラム（国際奉仕部門）  

「香に学ぶ」 

「和菓子歳時記」 

社会奉仕委員会 委員長 藤井 俊一会員 

 

 

㈱虎屋 京都管理部文化事業課 主事 長谷川愛美様 

新井 孝行様 

 

山本晃生公認会計事務所 公認会計士 山本 晃生様 

ビジター受付は平常通り行われます 

京都府立医科大学 研修員 横山 慶一様 

【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 

１月１７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 

１月２０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月２１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月２２日 

（水） 

「一休禅師の生き方」 

㈱松栄堂 代表取締役 畑  正高様 

酬恩庵 一休寺 住職 田辺 栄一様 

「経済展望」 

牛年生まれ会員 西田 賢央様 

「クラブ・フォーラム」 

-スピーチー「京料理-私の中のこだわり」 


