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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」 

RI会長 ロン Ｄ.バートン氏 

-Engage Rotary Change Lives- 
2013～14RIﾃｰﾏ 

-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」 

「勝負の神様、勝雄寺」 

撮影 谷川 幸蔵氏 



 第１１５９回例会 ２０１４年２月６日（木） Vol.２４－２９ 

プログラム 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会が開催

 されます。 

２．２月８日（土）ロータリー財団補助金管理セ

 ミナーが開催され、田中会員、万殿会員が出席

 されます。 

３．２月９日（日）インターアクト提唱クラブ

 委員長並びに提唱校顧問教論会議が開催され、 

 内田IAC委員長、洛西高等学校の中本先生が出

 席されます。 

岩本 吉人（いわもと よしと）様 

ご略歴 

昭和６３年 京都（太秦）の地に生を受ける。 

平成２３年 滋賀大学 経済学部  

社会システム学科 卒業 

平成２３年 JTB西日本 団体旅行京都支店 入社 
 

勤務期間 ２０１１年４月～２０１４年１月（現在） 

 一般法人営業部 
 

職務内容  

 ①法人旅行（社員旅行・招待旅行等） 

 ②販売促進営業（JTBギフト券の販売等） 

 ③個人旅行 

-会員スピーチ- 

 「昨年を振り返って」 

    髙橋 英明会員 

◇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１０日（月）京都平安ＲＣ 

  ビジター受付はありません。 

開会点鐘                                    12：30        

  国家「君が代」 

 ロータリーソング「奉仕の理想」 

  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 

 「～JTB戦略商品～」 

 ㈱JTB西日本 営業第五課 

    岩本 吉人様 

   閉会点鐘  13：30 

第２回社会奉仕委員長会議 
 

 ２０１４年１月２５日（土）、１３：３０～１６：

３０、京都パルスプラザの５階ラウンジにおいて第２

回社会奉仕委員長会議が開催され、当日、悪戦苦闘

（京都テルサとまちがう）の末、開催時刻より２０分

遅れて参加してきました。 

 講演「ロータリーの醍醐寺の社会奉仕」 

総本山醍醐寺 座主 国際ロータリー第２７５０地区 

パストガバナー仲田順和氏のロータリーの綱領の説明

にはじまり、「入りて学び、出でて奉仕せよ」と宗教

用語、実修実証（「入りて学び、出でて行う」）とい

う移りゆく社会の動きを感じ知識を知恵に変えて行動

する、等、社会奉仕の理想を説明していただいた。 

 最後に、橋本長平パストガバナーより、奉仕があわ

れみであってはならない、心の無い奉仕は無意味であ

る、心と心の交流を広げる等、貴重なお言葉をいただ

き、閉会となりました。 

久し振りに良い勉強をさせていただきました。感謝！ 

 

文責 上山 
 

新年会と新入会員歓迎会の報告 

 

 ２月１日（土）美濃吉において新年会と新入 

会員歓迎会が開催されました。 

新入会員の岸上会員を囲み美味しい料理を頂き

ながら、大変

盛り上りまし

た。 

 

 

 
 

 

新入会員 岸上 幸君 一口幹事 



世界理解月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇ 

出席率報告『１月３０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２２名（３名）８１．４％ 

１月１６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８１．４％ 

ご来客４名  

次回例会 ２月１３日（木） 

－夫人同伴例会－ 

「地球へのラブレター」 

   鎌野 幸子会員夫人 

 

吉田  修 

・仕事よりも趣味の方が忙しい毎日で

 す。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 7,000円 今年度累計  358,000円 

 

万殿 慎二 

・髙橋さんのスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

 

田中  守 

・早退で髙橋さんのスピーチ聞けなく

 て残念です。 

BOXへ 上山 泰弘 

 【ニコニコ箱】 小計 22,000円 今年度累計 879,000円 

 

内山 正元 

・久しぶりの雨です。 

 皆様、カゼをひかれませんように。 

 

髙橋 英明 

・本日 スピーチさせて頂きます。 

 よろしくお願いします。 

一口 茂樹 ・髙橋さん、スピーチ楽しみです。 

稲掛 英男 ・髙橋さんのスピーチ楽しみに 

出射 靖生 ・髙橋会員のスピーチ楽しみに 

児嶋 雄二 ・髙橋氏のスピーチ楽しみに！ 

 

瀬田 保二 

・ひさしぶりの雨です。 

 一日一日春が近ずきます。 

吉田  修 ・もうすぐ節分ですね 

 

森  正廣 

・ＪＲ烏山線と宇都宮のぎょうざ食べ

 の旅 

BOXへ 上山 泰弘、万殿 慎二、林  良訓 

田中  守 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 2,000円 今年度累計 134,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

  ２月～６月の行事予定  

◆地区内行事 

 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～ 

 ３月  ６日（木） 亀岡中央RC創立２０周年記念例会 

 ３月  ８日（土） 2013～14年度 賛西会 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 17：00受付 18：00～ 

 ３月１３日（木） 京都南RC創立６０周年記念例会 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 

◆クラブ内行事  

 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 

 ５月１０日（木） 札幌真駒内RC創立40周年記念式典 

 ６月１２～１５日 三重中央RCとの合同例会 

 

三重中央RCとの「合同例会＆親睦旅行」 

 

 日 程： ６月１２日（木）～１５日（日）３泊４日 

 ６月１２日（木）～１３日（金）１泊２日 

 

合同例会：１２日(木）１８：００～ 

     三重区 天台６Ｆ レストラン 

 

親睦旅行：１３日（金）～１５日（日） 

     金門島方面 大陸の直ぐ近くにあり、

 かつて中共軍と国民党軍が砲撃戦を交わ

 した島です。 

 （戦争用ﾄﾝﾈﾙ、軍事施設など見学予定） 

 

費 用： 親睦旅行 約２３，０００円 

 別途費用 約８０，０００円 
     （関空-桃園、台北1泊、例会費） 

 【米山奨学会箱】小計 16,000円 今年度累計 398,000円 

安田  勝 ・春が近づいてきました。 

内山 正元 ・髙橋会員のスピーチ、楽しみです。 

王   杲 ・髙橋さんのスピーチ楽しみに！ 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、吉田  修 

上山 泰弘、田中  守 

 

出射 靖生 

・インフルエンザ ノロ流行してます

 御注意。 

森  正廣 ・本日、舞鶴行です。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 3,000円 今年度累計 30,000円 

BOXへ 上原 従正 



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 

「児童虐待の現状」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
京都市保健福祉局子育て支援部児童家庭課 課長 志摩 裕丈様 

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１３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 ◆ 

田中  和朗会員 

【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】 

「クラブ・デー」 

リーダー 青竹会員 

-世界理解月間スピーチ-「伝統技能による世界社会奉仕」 

「鎧のはなし」 

「人の喜びのために」 髙木 政明様 

「未定」 

クラブ創立56周年記念例会「近代西洋文明の限界」 

公益財団法人 京都健康管理研究会・中央診療所医師 

京都RC会員 泉  孝英様 「世界一幸せな国デンマーク」 

「クラブ情報集会」 

「中国の本質」 

→１５日（土）～創立３５周年記念例会～ 

 

RI第2650地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ  

 

午歳生まれ会員 足達 義信様 

 

会員 松村 匤利様 

-指定休会日- 

クラブ・デー「奉仕と財団奨学部門第５回クラブフォーラム」 

「歳男放談」 

-会員スピーチ-「雑感」 

祝日休会 

「日本の現状と、果たすべき戦略的国際貢献」 衆議院議員 前原 誠司様 

大阪大学名誉教授 加地 伸行様 

クラブデー 

「チーズで美味しく健康に」 フランスチーズ鑑評騎士 飯田  歩様 

祝日休会 

「五合目症候群」 

山本 隆一会員 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

公益法人日本写真家協会会員 NPO法人日本写道協会理事長 森谷 洋至様 

＊ビジター受付はありません 

国際奉仕委員会委員長 貞包 智悠様 

京都ＳＫＹ観光ガイド協会 副会長 眞鍋 正己様 

鎧廼舎「うさぎ塾」代表 夘月 永年氏・阿子さん 

「無題」  山下 勝康様 

【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 

２月７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１０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月１１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月１２日 

（水） 

祝日休会 

 

 

「おもてなしの観光ガイド」 

 

会員スピーチ「シドニー国際大会に向けて」 

祝日休会 


