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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１１６１回例会 ２０１４年２月２０日（木） Vol.２４－３１ 

プログラム 

１．本日は京都西南ＲＣとの合同例会です。 

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

 会員が出席しました。 

３．２月２３日（日）第７回桂川クリーン大作戦

 が行われます、ご参加の皆様よろしくお願いい

 たします。 

◇ 例会臨時変更のお知らせ 

３月１２日（水）京都嵯峨野ＲＣ  

３月２６日（水）京都西北ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 
 

◇事務局移転のお知らせ 

３月１０日（月）より、水口ＲＣ事務局が移転 

されます。 

 新住所 

 〒528－0005 滋賀県甲賀市水口町水口563－5 

 ＊電話番号、FAX番号、メールアドレスは変更なし 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「早春賦」 

  友愛の握手 

   ご来客のご紹介 

    会長挨拶 

  行事 

    食事歓談 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ     13：00 

   京都西南ＲＣ   会長 中島 俊則君 

   京都桂川ＲＣ   会長 内山 正元君 

閉会点鐘  13：30 

  

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 
 

参加予定者  一口、万殿、德田、内山、上原 
  上山の各会員  

 

 

第１７回川クラブ友好の集いのご案内 

 

 日時： ４月６日（日）雨天決行 

   １２：３０  ＪＲ山崎駅集合  

＊昼食は各自でお済ませ下さい 
 

 行程： バス移動（一部徒歩） 

  １２：３０ ＪＲ山崎駅集合 

  １３：００ ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ大山崎山荘美術館 

  １５：００ ｻﾝﾄﾘｰ京都ﾋﾞｰﾙ工場 

  １７：００ 懇親会 木乃婦 
 

 会費： １０，０００円 
  

＊当クラブがホストです。 

 会員各位のご協力よろしくお願いいたします。 

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 
 

２月９日、１３時３０分より、ザ.パレスサイドホテルにて、地区

インターアクト委員長、顧問会議に、洛西高校の中本先生

とご一緒に参加いたしました。 

本年度の事業

報告と来年度

にかけての予

定をお聞きし

ました。 

来年度の海外

夏季研修は 

カンボジアの

予定です。 

ご協力よろしくお願いします。 

内田IA委員長 

 

  ２月～６月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 
 ３月１５日（土） 会長エレクト研修セミナー（PETS） 
 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 10：00～ 
 ３月２９日（土） 地区大会 会長幹事地区委員長会議 
    RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 
 ３月３０日（日） 地区大会 新会員ｾﾐﾅ  ー
        大会本会議 大懇親会 
 国立京都国際会館 

◆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 



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

 

京都桂川ロータリークラブ会員名簿 

大森 英彦   名誉会員 大森会計事務所 所長 

藤井文治郎 製糸業 ㈱京都糸文 代表取締役社長 

藤井 敏二 種苗販売 ㈲ フジミ・オフィス 代表取締役 

林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役専務 

出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

一口 茂樹 化粧品小売 みきや化粧品店 代表 

稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

岸上 幸 不動産事業企画 ㈱ジェイ・エス・ビー 代表取締役社長 

児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 代表取締役会長 

近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 役員 

松尾 義平 生花市場 京都生花㈱ 代表取締役会長 

森    正廣 証券業 六和証券㈱ 取締役副社長 

中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

千田  適 弁護士 法律事務所 なみはや 所長 

瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永 代表取締役 

髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

内山 正元 弁護士 内山法律事務所 所長 

上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

王    杲 中国料理 ㈱長城 代表取締役 

山田 芳弘 特殊加工紙製造 山田紙業㈱ 代表取締役 

山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

安田  勝 内科医 安田医院 院長 

吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

（敬称略） 

会員３２名（名誉会員１名含） 



我等の生業 

   

我等の生業 さまざまなれど 

集いてはかる 心は一つ 

求むるところは 平和
やわらぎ

親睦
む つ び

 

力
つと

むるところは 向上奉仕 

おゝロータリアン 我等の集い 

 

 

早春賦 

        吉丸一昌作詞 中田 章作曲 

 

 春は名のみの風の寒さや 

 谷の 鶯
うぐいす

  歌は思えど 

 時にあらずと  声も立てず 

 時にあらずと  声も立てず 



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

◇出席率報告◇ 

出席率報告『２月１３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２４名（３名）８８．８％ 

１月３０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８１．４％ 

ご来客１３名 （ﾋﾞｼﾞﾀｰ１名、ご夫人１２名） 

次回例会 ２月２７日（木） 

クラブ・デー 

第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 3,000円 今年度累計 143,000円 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修、田中  守 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 30,000円 

 

 

「地球へのラブレター」 

 

鎌野会員夫人幸子様のスピーチがありました。 

鎌野幸子様はボランティアグループ「地球へのラブレター」（環境保護）

を立ち上げられ、責任者でもあります。 

ヨーロッパの子供が描く絵画から早や環境保護意識の芽生えが感じられる

ことを指摘されました。震災後の東北をたずねら

れ、惨状を目の当たりにして、ご自身が幼児期に体

験した空襲による被災状況と重ねられたようです。 

現在、洋画制作をつづけられていますが、東北訪

問から受けた心象を、原発破壊による甚大な環境

汚染に感じた心の内を、本職の画家として作品に

表現されています。 

美しい日本、世界更に地球を次世代に残すため

に、そして戦火が無くなるために祈りをこめ、力

を振り絞って絵筆を握られていることがスライド

の一枚一枚から浮かびあがってきました。 

              会員 内山 正元 

 【ニコニコ箱】 小計 54,000円 今年度累計 958,000円 

 

内山 正元 

・鎌野幸子様のスピーチを楽しみに 

 しています。 

一口 茂樹 ・鎌野幸子様 スピーチ楽しみです。 

 

 

 

鎌野 幸子様 

・本日はスピーチの機会をいただき

 ありがとうございます。また 多数

 のご婦人の応援出席ありがとうござ

 います。 

安田  勝 ・鎌野夫人のスピーチ楽しみです。 

松尾 義平 ・鎌野夫人のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 林  良訓、上山 泰弘、太田 勝彦 

上原 従正 ・鎌野幸子さんのスピーチを楽しみに。 

 

髙橋 英明 

・鎌野会員夫人のスピーチ楽しみに 

 してます。 

田中  守 ・鎌野様のスピーチが楽しみです。 

 

稲掛 英男 

・鎌野幸子会員夫人のスピーチ 

 楽しみに。 

吉田  修 ・鎌野幸子様のお話楽しみに。 

児嶋 雄二 ・鎌野さんのスピーチ楽しみに！ 

 

森  正廣 

・先週土曜日、東京で大雪難民となり 

  駅の待合で一夜を明かしました。 

 

岸上 幸 

・昨日曜日 札幌雪まつりを妻と行っ

 てきました。健康に感謝。 

鎌野 孝和 ・チョコレートありがとう。 

中川 俊夫 ・家庭と世界に平和を！！ 

出射 靖生 ・寒い日が続きますね。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 14,000円 今年度累計 382,000円 

 

吉田  修 

・同伴例会に家内と二人で出席できる

 喜びをかみしめて。 

山本 拓生 ・鎌野夫人のスピーチ楽しみに 

 

森  正廣 

・鎌野幸子様  

 本日はありがとうございます。 

岸上 幸 ・健康に感謝 

BOXへ 太田 勝彦、上山 泰弘、一口 茂樹 

鎌野 孝和、田中  守 

 【米山奨学会箱】小計 19,000円 今年度累計 428,000円 

 

内山 正元 

・会員夫人の皆様、 

 ご出席ありがとうございます。 

 

 

森  正廣 

・亀岡七福神めぐりと平沢の池、出雲

 大社、愛宕神社ハイキングは牧歌的

 です。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、吉田  修 

上山 泰弘、藤井文治郎、田中  守 

末永  寛 ・鎌野夫人のスピーチを楽しみに。

 

谷口 泰義 

・鎌野幸子様のスピーチ勉強させて 

 頂きます。  

出射 靖生 ・鎌野会員御婦人のスピーチ楽しみに。

２/１３ 夫人同伴例会 

鎌野幸子夫人 



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 

「共通番号制度（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度）の概要と社会的ｲﾝﾊﾟｸﾄ」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

立命館大学情報理工学部情報 

ｼｽﾃﾑ学科 教授 上原哲太郎様  

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２７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 ◆ 

護王神社 宮司 文室 隆紀様 

【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」 

京都産業大学落研クラブ 浅野 晃様 池上 拓真様 

-ロータリー創立記念スピーチ－「国際理解と平和の日」 

～国際奉仕クラブ・フォーラム～「国際大会の楽しみ方」 

「私の職業とロータリー」 

第５回フォーラム 国際奉仕について 

－新入会員スピーチ－「再生可能エネルギーについて」 

上七軒「大文字」女将 今井貴美子さん 「北野の里でこだわって」 

「学生寄席」 

「アジア経済の新潮流」 

認知症ケアの試み「メディアセラピー」 

会員 松本 好弘様 

会員 西枝 英幸様 

 

元同志社大学同志社社史資料センター  

事務長 落合 万里子様 

会員 伊藤 芳宏様 

会員 三輪 泰司様 

「第１回京都平安RCフロアーバレーボール大会報告会」 

「私の人生思い出話」 

「新島八重と覚馬－『八重の桜』裏話」 

「神社における神徳の宣揚と経営のあり方」 

「文化財の模造製作のエピソード」 

「みんな一緒だよ」 （公財）ロータリー日本財団 理事長 RI元理事 千  玄室様 

日本経済研究ｾﾝﾀｰ 国際・ｱｼﾞｱ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主任研究員 牛山 隆一様 

「私の仕事とロータリー」 

「未定」  

「異文化コミュニケーション」 

～音楽例会～「ファゴットの愉しみ」 

国際奉仕委員会 委員長 木村 俊六会員 

会員 中森 信輔様 

在宅医療支援診療所 土井医院  

認知症ケア専門士 土井 輝子様 

ファゴット奏者 浦田 挙一様 ピアノ 石橋 由唯様 

 

林  佳弘パスト会長 佐々木捷二パスト会長 

 

京都伏見RC会員 澁谷  充様 

学校法人 佛教教育学園 理事長 京都洛西RC会員 中井 真孝様 

【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２１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２４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

２月２５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

２月２６日 

（水） 

「私の中国管見」 

英語講師・FM京都ラジオパーソナリティ 佐藤 弘樹様 

元㈱クボタ北京事務所長 柳生 俊朗様 

「スーパーサーズデー」 

和束工房 代表 文化財修復技師 松永 忠興様 

会員スピーチ「パスト会長によるスピーチ」 

－国際奉仕クラブ・フォーラム－ 


