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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１１５７回例会 ２０１４年１月２３日（木） Vol.２４－２７ 

プログラム 

１．本日、岸上 幸さんの入会式を行います。 

２．本日例会終了後、創立２５周年実行委員会が

 開催されます。 

３．１月２５日（土）第２回社会奉仕委員長会議

 が開催され、当クラブから上山社会奉仕委員長

 が出席されます。 

４．１月２５日（土）華頂女子中学高等学校IAC創

 立総会が京都中RC提唱のもと行われ、内田IAC

 委員長が出席されます。 

日 時  2014 年 1 月 16 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、万殿、末永、髙橋、松尾、 

  一口、森 各会員 

議 事 

 １．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 

 ２．年間行事予定に関する件 

 ３．創立２５周年について 

４．その他 

第６回クラブ討論会 

（研修リーダー） 

 千田  適会員 

  

◇例会臨時変更および休会のお知らせ 

 １月２７日（月）京都中ＲＣ 

  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。 

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 

  入会式 「友よ」 

    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 

  -新入会員スピーチ- 

 「涙活について」 

  太田 勝彦会員 

閉会点鐘  13：30 

 「友よ！」 
 

作詞 平松正典  作曲 藤山一男 

（１）友よ我等のロータリー 

奉仕の理想をかざしつつ 

真実・公平・友情を 

ともに歌わん 高らかに 

友よ我等はロータリアン 
 

（２）友よ我等のロータリー 

世界の平和をめざしつつ 

果てなく広がる友愛を 

ともに願わん とこしえに 

友よ我等はロータリアン 

2013-14年度 第３回炉辺会合のお知らせ 
 

下記のように炉辺会合の組み分けをいたしました。 

３月末日迄に開催いただき、会合終了後事務局宛、報告

をお願いします。 

＊テーマ 

 「友好クラブとの交流について」 

（敬称略） 

クラブ管理運営委員長 末永  寛 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 出射 上山 
 安田、内山、大森、田中 

 德田、万殿、髙橋、王、末永  

2 松尾 一口 
 谷口、森、上原、中川、近藤  

 藤井(敏)、山本、太田、山田  

3 吉田 稲掛 
 鎌野、千田、瀬田、児嶋、林    

 藤井(文)、内田、岸上 

会員誕生日お祝い  １月おめでとうございます 

 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

夫人誕生日お祝い 

 １８日 谷口泰義会員夫人  友子様 
 

結婚記念日お祝い 

 ２６日 安田 勝会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 德田正彦会員  (有)徳田 

  １日 田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日 稲掛英男会員  稲掛医院 



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１６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（７名） 出席者 ２１名（４名）７７．７％ 
 

ご来客０名  

  １・２月の行事予定  

◆地区内行事 

 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 

 １月２５日（土） 華頂女子中学高等学校IAC創立総会 

 華頂女子中学高等学校 13：00受付 

 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 ８日（土） ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金管理ｾﾐﾅｰ 

 京都JA会館6階 12：30受付 13：00～ 

 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２３日（木） 創立２５周年実行委員会 

 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 

20013～2014年度 賛西会 
 

日 時： ３月８日（土）  

  受 付 １７：００～ 

  各ｸﾗﾌﾞ会長報告 １８：００～１９：００ 

  懇親会 １９：００～２１：００ 

場 所： リーガロイヤルH京都 １階「ﾗ ｼｺﾞｰﾆｭ」 

登録料： １０，０００円 

 

安田  勝 ・寒中お見舞い申し上げます。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 15,000円 今年度累計  339,000円 

 

田中  守 

・今年度もロータリー財団箱 

 宜しくお願いします。 

 

内山 正元 

・千田様、本日のクラブ討論会 

 よろしくお願いします。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 2,000円 今年度累計 129,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 【米山奨学会箱】小計 12,000円 今年度累計 374,000円 

内山 正元 ・カニが食べたい季節です。 

 

出射 靖生 

・寒い日が続きますね 

 しかし雪はふらず 

 

田中  守 

・今年度も米山記念奨学箱 

 宜しくお願い致します。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、千田  適 

吉田  修、万殿 慎二 

次回例会 １月３０日（木） 

-会員スピーチ- 

 「昨年を振り返って」 

    髙橋 英明会員 

第２回奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門新世代担当者会議 
 

 １月１８日（土）新世代担当者会議が京都平安 

ホテルにおいて開催されました。 

 

今年度ＲＹＬＡについて 

２０１４年５月１６日（金）～１８日（日） 

奈良ロイヤルホテル開催予定 

申し込み締切２月２８日（金） 
 

一口 茂樹 

2014-15年度、 

ゲイリー C. K. ホァンRI会長 

年度のテーマが 
 

「ロータリーに輝きを」 

（Light Up Rotary） 
 

と発表されましたので 

お知らせ致します。 

 

 【ニコニコ箱】  小計 14,000円 今年度累計 834,000円 

一口 茂樹 ・寒いですね。 

吉田  修 ・先週、理事役員会 欠席お詫び。 

 

万殿 慎二 

・千田さん 次年度役員会お世話に

 なりました。 

太田 勝彦 ・欠席がちでスイマセン。 

森  正廣 ・寒波なれど雪なし。 

BOXへ 出射 靖生、稲掛 英男、田中  守 

林  良訓、千田  適 

 

吉田  修 

・昔でいう松の内も過ぎて。 

（昔は、1/15までを松の内と申しました） 

 

末永  寛 

・田中さん 先日はありがとうござい

 ました。 

BOXへ 千田  適、藤井文治郎、万殿 慎二 



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 

～会員スピーチ～「私の職業と職業奉仕観」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
石松陽一会員、川波 彰会員、田中良明会員 

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３０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】 

「会員スピーチ」 
京都社寺錺漆㈱ 

治村 嘉史様 

「精神疾患とヒト死後脳研究」 

～前期クラブ・アッセンブリー～ 

「職業奉仕会員スピーチ」 

「これからのまちづくりについて」 

「京の上下水道を明日へつなぐ 

～くらしを支え、安らぎと潤いをお届けします～」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 「1000回記念 新年夜間例会」開催の為、例会変更 

「錺（かざり）」～神社や寺のﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ、装飾金物「錺（かざり）」について 

故 内田成男会員 追悼例会 

「創立３５周年記念式典用、写真と動画の試写会」 

壬生寺貫主 京都RC会員 松浦 俊海様 

京都市公営企業管理者上下水道局長  

水田 雅博様 

福川 敦子様、奥田 歓信様 

京都造形芸術大学歴史遺産学科 教授 仲  隆裕様 

会員 萩原 達郎様 

会員 粟野 菊雄様 

移動例会の為、日時変更 

-京都平安RCとの合同例会-「健康の未来構造-糖尿病とがんと糖質制限」 

「文化財庭園の保存と修理」 

-第４回クラブ協議会- 

「～今年の運勢 平成26年（甲午・四緑木星）～」 

-新会員スピーチ- 「ｾｰﾙｽﾚﾃﾞｨｰのﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ」畑田 祐吾様 「ﾗｼﾞｵのはなし」堀田  学様 

内田 昌一会員 今枝 徳蔵会員 

「お布施のお話」 

「ｶﾘﾌｫﾙﾆｱからの学び：ｱｰｷﾃｸﾁｭｱを通じて」 RI第2650地区R財団学友会会長 山田 真也様 

「首輪をつけた捜査官」 

「ロータリーの原点を探る」 

長岡京市長 小田  豊様 

看護師 市川 幸惠様 

 

RI第2650地区ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 委員長 勝山RC 渕上 勝夫様 

＊ビジター受付はありません 

＊ビジター受付はありません 

 

 

 

【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24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２７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

１月２８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

１月２９日 

（水） 

クラブ管理フォーラム 

ﾗｲﾄﾏﾝ京都府警察犬訓練所 所長 京都東山RC会員 竹本 昌生様 

 

「スーパーサーズデー」 

高島易断鑑定所 寿周会主宰 高島 寿周様 

親睦旅行例会のため、日時臨時変更 

-新会員スピーチ- 


