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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１１６２回例会 ２０１４年２月２７日（木） Vol.２４－３２ 

プログラム 

１．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開催

 いたします。 

２．２月２３日（日）第７回桂川クリーン大作戦

 が行われました。参加者は德田、上原、上山、

 万殿各会員と内山会長、一口でした。清掃作業の

 後、德田会員自宅において、おいしいお茶をよば

 れ、とれたて野菜をお土産にいただきました。 

３．２月２８日（金）賛西会 会長・幹事懇親会が

 せんしょうにおいて行われます。 

◇ 例会臨時変更のお知らせ 

３月 ４日（火）京都東山ＲＣ 

３月１２日（水）京都嵯峨野ＲＣ  

３月２６日（水）京都西北ＲＣ 

３月２７日（木）京都北ＲＣ、京都さくらＲＣ 

３月３１日（月）京都紫野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 

    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 

 第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 

閉会点鐘  13：30 

 

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） 

 

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。 

「私の職業と職業奉仕」  

 優秀レポート執筆者 

京都西南RC 中島会長と京都桂川RC 中川会員 



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

◇出席率報告◇ －京都西南ＲＣとの合同例会－ 

出席率報告『２月２０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２４名（４名）８５．７％ 

２月６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．７％ 

京都西南ＲＣ出席者 ２４名、ご来客 ０名  

次回例会 ３月６日（木） 

「－衰退産業の地元出版社－ 

     若者目線で切り込む発想転換方法 」 

 ㈱リーフ・パブリケーションズ 

  セールスプロモーション局 企画営業 

       岩野 真優子様 

 

会員誕生日お祝い  ２月おめでとうございます 

  ２日 瀬田 保二会員     ７日 稲掛 英男会員 

   ２３日 近藤永太郎会員 ２５日 岸上 幸会員 
  

夫人誕生日お祝い 

  １日 瀬田 保二会員夫人 和子様 

   １２日 上山 泰弘会員夫人 美絵様 

   １７日 林  良訓会員夫人  敦子様 

 ２８日 一口   茂樹会員夫人  かおり様 
 

結婚記念日お祝い 

   ７日 内田 勝彦会員 ９日 谷口 泰義会員 

   １２日 一口 茂樹会員      １５日 山田 芳弘会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 万殿 慎二会員  (有)万殿建設 

  １日 中川 俊夫会員 ㈱中川商会 

  １日 藤井文治郎会員 糸屋ホテル 

    ４日 藤井 敏二会員 (有)ﾌｼﾞﾐ.ｵﾌｨｽ 

 １９日 吉田  修会員 吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 2,000円 今年度累計 145,000円 

BOXへ 吉田  修、山本 拓生 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 30,000円 

 【米山奨学会箱】小計 3,000円 今年度累計 431,000円 

 

稲掛 英男 

・まだまだインフルエンザが出ていま

 す。 

BOXへ 吉田  修、鎌野 孝和 

  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  

 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 

 【ニコニコ箱】 小計 30,000円 今年度累計 988,000円 

 

内山 正元 

・西南RC会員の皆様、本日のご出席 

 ありがとうございます。 

一口 茂樹 ・西南RCの皆様よろしくお願いします。 

京都西南RC 

 会長 

中島 俊則様 

・京都桂川ロータリークラブの皆様 

 本日の合同例会、よろしくお願い 

 致します。 

末永  寛 ・西南RCの皆様お久し振りです。 

 

谷口 泰義 

・合同例会 西南クラブの皆様 

 よろしくお願いします。 

BOXへ 千田  適 

瀬田 保二 ・西南の友と共に 

德田 正彦 ・親クラブと合同例会よろしく 

太田 勝彦 ・合同例会、初出席です。 

吉田  修 ・一年ぶりの合同例会バンザイ 

上原 従正 ・西南RCとの合同例会皆様よろしく 

 

王   杲 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 宜しくお願いします。 

 

 

鎌野 孝和 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 お久しぶりです。今後共よろしく 

 お願いいたします。 

稲掛 英男 ・合同例会よろしく。 

 

森  正廣 

・今年の初テニスは２月になってしま

 いました。 

 

万殿 慎二 

・髙橋さん今晩はよろしくお願いしま

 す。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

出射 靖生 ・本日は少し暖かいですね。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 11,000円 今年度累計 393,000円 

 

内山 正元 

・キエフ（ウクライナ）に、平穏な日 

 が戻りますように。 

一口 茂樹 ・会長お２人のスピーチ楽しみです。 

安田  勝 ・合同例会によせて。 

BOXへ 鎌野 孝和 

出射 靖生 ・合同例会よろしく御願いします。 

 

吉田  修 

・西南ロータリークラブの皆様に 

 感謝！！ 

 

末永  寛 

・安田さん先日はありがとうございま 

 した。 



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 

～新入会員スピーチ～ 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
藤本 冨美代会員 石垣久美子会員 神田 尚子会員 

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～ 

３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 ◆ 

R情報委員会 北尾クラブ研修リーダー 

【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」 

㈱ウエダ本社 代表取締役 岡村 充康様 

「貴重資料のデジタル保存」 

「女子神職として」 

「RI広報」 

「漫画、マンガ、コミック」 

「再生可能エネルギーの現状」 

杏林予防医学研究所  

所長 山田 豊文様 -会員スピーチ－「横綱白鵬 現在の強さの秘密」 

「ウエダ本社の展開」 

新会員スピーチ 

－国際奉仕フォーラム－ 

公益財団法人京都府会議支援専門員会事務局長 吉良 厚子様 

京都ＲＣ会員 渡部 隆夫様 

＊ビジター受付はありません 

京都産業大学 神山交響楽団 

会員 名井 得郎様 

会員 長尾  真様 

-会員ｽﾋﾟｰﾁ－「職業奉仕について」 辻 直美会員 

「日本経済について－アベノミクス２年目の考察－」 

「木管、弦楽アンサンブル」 

「クラブ研修例会 Part5」 

「インターアクトよもやま話」 

－新会員スピーチ－「フェローシップ」 プッセル 良風様 

冨永 泰憲様 杉本 克宏様 谷口 昌利様 

「未定」 

職業奉仕会員スピーチ  

「禅僧として」 

「保護司について」 

京都東ＲＣ 米山奨学生 具本媛様 

野村證券㈱大阪支店 投資相談室 

 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 大谷 卓史様 

国際奉仕委員長 山内 克己様 

京都市保護司会連絡協議会 顧問 岡島 脩雄様 

米山奨学生 楊 振 受さん最後のｽﾋﾟｰﾁ 

 

「縁、感謝！そして上海」北嶋 茂樹様 

宗教法人向日神社権禰宜 六人部美恵子さん 

吉川 裕丈会員 

【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２８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 

３月３日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月４日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月５日 

（水） 

「大相撲巡業と土俵」」 

臨済宗妙心寺派 大泉寺 住職 桐野 祥陽様 

㈱ムーヴ 取締役会長 小林 日出夫様 

新会員スピーチ 「FXと個人投資」藤原 秀人様 

地区インターアクト委員長 会員 桜澤 仁志様 

クラブフォーラム「国際大会に向けて」 

休会 


