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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１１５８回例会 ２０１４年１月３０日（木） Vol.２４－２８ 

プログラム 

１．次週例会終了後、現次年度理事役員会が開催

 されます。 

２．２月１日（土）新年会および岸上会員の歓迎

 会を美濃吉において開催いたします。 

３．２月２日（日）地区職業奉仕「講演会」が開

 催さえ、当クラブより会長、幹事、松尾、上原

 の各会員が出席されます。 

  

恩恵の倍返しだ！― 台湾米山学友会総会開催－ 
 

 台湾米山学友会の年次総会が12月14日、台北市内で

開催され、米山学友67人と、来賓や日本からの参加者

を合わせて120人以上が出席しました。 

 今回の総会のテーマは、日本で流行したドラマの決め

台詞をもじった「恩恵の倍返し」。このドラマは台湾でも

大ヒットし、昨年、第6代理事長に就任した林維宏さん

も、久しぶりに夢中になって見たそうです。総会の挨拶

に立った林理事長は、同学友会が日本への恩返しとし

て、台湾に留学する日本人支援の奨学金を2009年から

継続していることに触れ、これまでに支援を寄せたすべ

ての関係者にあらためて感謝を表わすとともに、「“恩恵

の倍返し”をモットーに、これからも事業のさらなる発展

に努力していきたい」と、決意を述べました。 

 日本人奨学生2人は登壇して林理事長から奨学金を

受け取り、前年度奨学生とともに、台湾学友会への厚い

感謝を述べました。 

 当日は、新たに入会した6人の学友も紹介され、来賓と

して出席した当会の板橋敏雄理事長と、第2660地区米

山学友会の何玉翠会長から、学友会の会員バッジが授

けられました。 

 台湾では2015-16年度、2人目の米山学友出身のガバ

ナーが誕生します。第3520地区のガバナーノミニーに選

出された学友の林華明さん（1984-86／東京世田谷Ｒ

Ｃ）も今回の総会に出席し、台湾学友や日本の来賓たち

との親交を深めました。 

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 

◇新入会員のご紹介 

去る１月２３日（木）の例会において岸上 幸君が

入会されましたのでお知らせいたします。 
 

岸上 幸（きしがみ たかゆき）君 
 

生年月日 １９４２年（昭和１７年）２月２５日

職業分類 不動産事業企画 

勤務先   ㈱ジェイ・エス・ビー代表取締役社長

  下京区因幡堂町６５５ 

  TEL. ３４１－２７２８ 

推薦者 千田 適会員・児嶋 雄二会員 

 

 

 

 

 

 

 

◇例会臨時変更のお知らせ 

 ２月１３日（木）京都西山ＲＣ 

 ２月１８日（火）京都東山ＲＣ 

 ２月１９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 ２月 ５日（水）京都西北ＲＣ 

 ２月１０日（月）京都平安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「四つのテスト」 

 今日の歌「たき火」 

  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 

 -会員スピーチ- 

 「昨年を振り返って」 

    髙橋 英明会員 

  閉会点鐘  13：30 

今日の歌 「たき火」 
 

垣根の垣根の 曲がり角 

たき火だ たき火だ 落葉たき 

あたろうか あたろうよ 

北風ピープー ふいている 

１月会員誕生日のお祝い 

太田会員、藤井(文）会員、 

内山会長 おめでとうございます 

米山功労賞とﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ

ﾌｪﾛｰを同時受賞された上原会

員と内山会長 



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２３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２７名（４名）９３．１％ 

１月９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．８％ 

ご来客１名  

  １・２月の行事予定  

◆地区内行事 

 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  

 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 

次回例会 ２月６日（木） 

「～JTB戦略商品～」 

 ㈱JTB西日本 営業第五課 

    岩本 吉人様 

 第７回桂川クリーン大作戦のご案内 

実施概要 
 

実施地区 桂川流域 
 

実施日 ２月２３日（日）雨天→３/２（日） 
 ＊前日午後７時前のNHK天気予報で実施決定 

  実施日午前中の降水確率７０％以上は中止 
 

集合場所 桂大橋の桂離宮側 
 

時間予定  ８：３０ 受付開始 

 ９：００ あいさつ＆注意事項説明 

 ９：３０ 清掃作業開始 

      １１：００ 集めたｺﾞﾐ袋を指定場所に集積 

      １１：３０ 終了 用具返却 現地解散 

 

 ＊例会場に於いて出欠をとっております 

  ご協力お願いいたします。 

 

 

一口 茂樹 ・太田さんのスピーチ楽しみです。 

末永  寛 ・太田さんのお話を楽しみに 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 12,000円 今年度累計  351,000円 

稲掛 英男 ・太田会員のスピーチ楽しみに 

吉田  修 ・やっぱり寒いですね。 

 

万殿 慎二 

・太田会員のスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

 

内山 正元 

・戦火３年、ダマスカス（シリア）に 

 平和を！ 

出射 靖生 ・岸上さん入会おめでとうございます。 

森  正廣 ・岸上さん入会おめでとうございます。 

上原 従正 ・岸上会員の入会を祝って。 

BOXへ 田中  守 

 【ニコニコ箱】  小計 23,000円 今年度累計 857,000円 

 

内山 正元 

・太田さんのスピーチで“涙”をながし

 ます。 

出射 靖生 ・早く暖かくなってほしいものです。 

児嶋 雄二 ・岸上 幸会員の入会を祝して。 

一口 茂樹 ・岸上さん よろしくお願いします。 

吉田  修 ・岸上 幸君の入会を歓迎して。 

王   杲 ・岸上様ご入会おめでとう御座います。 

 

千田  適 

・岸上さん、入会おめでとうございま

 す。 

 

万殿 慎二 

・岸上さん どうぞよろしくお願いし

 ます。 

田中  守 ・太田会員のスピーチ楽しみです。 

山本 拓生 ・太田さんスピーチ楽しみに。 

 

稲掛 英男 

・今日の朝、インフルエンザ（Ａ）の

 患者さんが４人も出ました。 

森  正廣 ・ＪＲ身延線に乗って富士見酒 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

BOXへ 林  良訓 

 【米山奨学会箱】小計 8,000円 今年度累計 382,000円 

 

谷口 泰義 

・夫人誕生日祝のお花有難うございま

 した。 

出射 靖生 ・太田さんスピーチ楽しみに 

田中  守 ・岸上様の入会を歓迎して 

BOXへ 千田  適、吉田  修 

 

王   杲 

・太田先生のスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 3,000円 今年度累計 132,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

藤井文治郎 ・自祝 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 3,000円 今年度累計 27,000円 

安田  勝 ・梅のはな ちらほら 



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 

「ミュラン抱えて」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
RI第2650地区国際奉仕委員会 委員 京都南RC 広瀬  茂様 

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～ 

２月６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 ◆ 

久保 義信会員 

【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】 

「未定」 

京都市立梅小路小学校 校長 稲葉 弘和様 

「吉田の節分」 

「山本覚馬と八重兄弟及び会津藩士野口富蔵；池上四郎」 

「周年事業の思い出～１０周年を中心に～」 

「京都とたばこ」 

クラブ創立56周年記念例会「近代西洋文明の限界」 

京都山内派居合抜刀術 刀新會 一瀬 和夫様 「居合抜刀術」 

「子供のやる気は、日本を救う。」 

故 岩﨑四郎会員 追悼例会 

第６回クラブアッセンブリー「創立35周年記念例会に備えて」 

落語家 森乃 福郎様 

RI第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  

京都RC会員 堀場 雅夫様 

 

京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学科 

 教授 伊達 仁美様 

会員 萩原 達郎様 

会員 澤井 隆男様 

-会員スピーチ-「ﾏﾙﾊﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾊﾞﾝｸ（MJB）と東南ｱｼﾞｱの経済状況」 

「理系博士がﾊﾞﾘ島の元暴走族大富豪から教わったご縁と人情の成功法則」 

「地球の文化遺産の保存とその活用法」 

－会員スピーチ－「世界最南端の水琴窟」 

「国際大会について」 

-新会員スピーチ-「事業継承について思うこと」 狩野 一成様 

内田 昌一会員 

「転失気」 

「職業奉仕スピーチ」  

「日本とスロバキアの間の共通点と相違点」 

「京都北RC様への謝辞と今後の抱負」 

日本たばこ産業㈱ 京都支店 業務部長 光本 年男様 

ほぼﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ作家 

黒岩  将様 

 

青少年育英基金奨学生 滝田 理様 椿森 裕子様 

韓  昌裕会員 

希少難病患者支援事務局 SORD 事務局長 加賀 俊裕様 

京都府防衛協会 理事 田中 峰子様 

岸   弘会員 

会員 大野 暉八郎様 

【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３１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 

２月３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月５日 

（水） 

ふれあい例会 

短期留学生 龍谷大学経済学部  

シルビア・ドシェコヴァーさん 

 

「防衛と私～Ｆ2戦闘機搭乗体験談～」 

国際奉仕委員長 林   甫様 

「未定」 

-クラブ・デー- 


