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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１１６０回例会 ２０１４年２月１３日（木） Vol.２４－３０ 

プログラム 

１．本日は夫人同伴例会です。 

２．２月１５日（土）京都西山RC創立３５周年記

 念例会並びに祝宴が開催され、会長、幹事、林

 会員が出席します。 

鎌野 幸子（かまの さちこ）様 

ご略歴 
 

１９４０年 香川県高松市に生れる 

女子美術大学卒業 

香川県立養護学校 美術教師 

米国メリーランド・インスティチュート・カレッジ・オブ・

      アート在籍 

洋画制作活動、主に京展公募に出品 

個展、グループ展 多数 

２００７年 ボランティア グループ  

“地球へのラブレター”立上げ、責任者 

     （環境保護） 

日 時  2014 年 2 月 6 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、稲掛、内山、万殿、児嶋、末永 

  松尾、山本、松尾、一口、田中、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．消費税にともなう年間費等について 

５．その他 

◇例会臨時変更のお知らせ 

 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。 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「早春賦」 

  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 

  「“地球へのラブレター”」 

     鎌野 幸子会員夫人 

    閉会点鐘  13：30 

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 

 

日 時  2014 年 2 月 6 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、千田、一口、吉田、末永、万殿 

  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 

３．京都西南RCとの合同例会について2/20（木） 

４．第８回ｸﾗﾌﾞ討論会（広報･IT･雑誌･会報）3/20（木）

５．京都市西京少年消防ｸﾗﾌﾞに対する支援について 

６．RYLAについて 5/16（金）~18（日） 

７．岸上 幸会員委員会配属について 

８．会員増強について 

９．春の家族会について 5/25（日） 

１０．その他   

 

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） 

 「～JTB戦略商品～」 

㈱JTB西日本 営業第五課 岩本 吉人様 



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

◇出席率報告◇ 

出席率報告『２月６日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２３名（４名）８２．１％ 

１月２３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９３．１％ 

ご来客１名  

次回例会 ２月２０日（木） 

 

－京都西南RCとの合同例会－ 

  ２月～６月の行事予定  

◆地区内行事 

 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～ 

 ２月２８日（金） 2013～14年度 賛西会 会長・幹事懇親会 

 せんしょう 18：00～ 

 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 

 ５月１５日（木） 第3回京都市内24RC連絡協議会 

 会長・幹事会 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝH 

◆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 

 ４月 ６日（日） 第７回川クラブ友好の集い 

 ５月 ７～１１日 札幌真駒内RC創立40周年記念行事 

 ６月１２～１５日 三重中央RCとの合同例会 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 6,000円 今年度累計 140,000円 

BOXへ 松尾 義平、吉田  修、田中  守 

上原 従正 

森  正廣 ・岩本さんの旅の話楽しみです。 

 【米山奨学会箱】小計 11,000円 今年度累計 409,000円 

德田 正彦 ・寒いですね。 

 

吉田  修 

・２/１（土）の新入会員歓迎会 

 欠席お詫び。 

BOXへ 松尾 義平、田中  守 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 30,000円 

地区職業奉仕「講演会」の開催 
 

さる２月２日（日）に京都テルサにおいて職業奉仕 

講演会が開催されました。クラブからは、松尾、上原 

一口及び内山が参加しました。 

目玉は狂言師十三世茂山千五郎氏の「お豆腐狂言」で

した。狂言の歴史を詳しく説明され、公家や藩主相手

に主に演じられていたものが、庶民を対象にするよう

になったことを揶揄する意味で、柔らかくなった、即

ちお豆腐のような狂言と呼ばれるようになったようで

す。 

休憩を挟んで、その後は４名のパネラーがそれぞれの

職業と職業奉仕について、日ごろの思いを述べられま

した。４名の方は歯科医、英会話教室経営、弁護士及

び税理士の方々です。歯科医

のロータリアンが、患者のた

めにプロフェッションを尽く

すことが自分にとっての職業

奉仕と熱く語られていたのが

印象的でした。 

遠方の福井、奈良からはバス

をチャーターして大勢で参加

されている一方で、京都市内

クラブからの出席が乏しいの

が寂しく感じられました。 
 

会員  内山正元 

 【ニコニコ箱】 小計 25,000円 今年度累計 904,000円 

 

内山 正元 

・ソチ・オリンピック日本人選手、 

 ガンバレ！ 

王   杲 ・皆様 風邪を引かないように。 

一口 茂樹 ・岩本さん スピーチ楽しみです。 

稲掛 英男 ・ＪＴＢ岩本様のスピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・岩本さんのスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

田中  守 ・万殿さん新年会お世話になりました。 

谷口 泰義 ・寒さに負けない様頑張ります。 

吉田  修 ・岩本君のお話、楽しみに。 

 

森  正廣 

・今、ゼスト御池合唱団が面白い、 

 登録者７２名。 

BOXへ 児嶋 雄二、末永  寛 

松尾 義平 ・合同例会への参加お願いします。 

 

德田 正彦 

・２月１日（土）新年会幹事様 

 お世話様でした。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 10,000円 今年度累計 368,000円 

 

内山 正元 

・寒さが厳しく、さすがに、 

 春が待ちどおしいです。 

松尾 義平 ・インフルエンザに注意 

 

吉田  修 

・立春が過ぎて、まさに♪春は名のみ 

 の風の寒さや～ですね。 

 

稲掛 英男 

・まだまだインフルエンザが出ていま 

 す。 

田中  守 ・岩本さんのお話楽しみです。 

BOXへ 一口 茂樹、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 

「第４回クラブフォーラム ニコニコについて」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
 

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２０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 ◆ 

石田 敬輔会員 

【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】 

＜京都洛西RCとの合同例会の為、例会変更＞ 

RI第2650地区国際奉仕委員長 岩本 金悟様 

-イニシェーションスピーチ－「平衡（並行）感覚」 

「伏見における文化財修理の事例（御香宮、伏見稲荷大社）」 

京都嵯峨野RCとの合同例会 

「いのちの博物館～京都市動物園の歴史と役割～」 

「国際奉仕四方山話」 

京都市中京消防署長 消防監 立入 正浩様 「京都の防火・防災の歩み」 

「国際奉仕よもやま話」 

「なぜ 京都なの？」 

第７回クラブアッセンブリー「上半期の反省・下半期の方針」 

朗読家 馬場 精子様 

RI第2650地区国際奉仕委員長 奈良東RC会員 岩本 金悟様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会員 松井 成樹様 

-会員スピーチ-「ロータリーの卓話について」 

「日本人の他界観」 

「クラブ・デー」 

－国際奉仕部門フォーラム－「国際奉仕フォーラムと関係のないテーマ」 

「地区RLIに参加して」 

「目標達成のためのセルフマネジメント」 大阪ｶﾞｽ㈱ 近畿圏部地域活力創造ﾁｰﾑ 課長 

 北京オリンピック銅メダリスト 朝原 宣治様 

大阪大学名誉教授 加地 伸行様 

「表現するということ芥川龍之介『蜘蛛の糸』」 

「金山巨石群で読み取れる太陽暦とは」 岐阜県下呂市・金山巨石群調査 

資料室代表 小林 由来様 

「未定」 

－ロータリー創立記念例会－ 

京都市動物園 園長 秋久 成人様 

佛教大学名誉教授 成田 俊治様 

 

会員スピーチ 会員 佐藤 長平君、犬石 隆人様 

松尾 二郎会員 

IT委員会委員長 疋田  覚様 

㈱ｲﾌﾟｼﾛﾝﾈｯﾄﾜｰｸ建築設計事務所 

代表取締役 由里 知久様 

有限会社川面美術研究所  

代表取締役 所長 荒木かおりさん 

 

【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 

２月１４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１７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月１８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月１９日 

（水） 

「京都桂川RCとの合同例会」のため、例会日変更 

社会福祉法人 迦陵園 施設長 松浦 弘和様 

 

「これからの住宅設計－資産を生む二世帯住宅の設計－」 

クラブ研修リーダー委員長 松井 鯨騰様 

会員スピーチ「クラブITの活動報告」 

－京都マラソン例会－（例会日時・場所臨時変更） 


