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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１１６３回例会 ２０１４年３月６日（木） Vol.２４－３３ 

プログラム 

１．２月２８日（金）２０１３～１４年度 賛西会 

 会長・幹事懇親会が開催され、一口が出席いた

 しました。 

２．３月８日（土）２０１３～１４年度賛西会が

 リーガロイヤルホテルにおいて開催されます。 

岩野 真優子（いわの まゆこ）様 
 

■プロフィール   

  京都で一番売れている雑誌『月刊誌Leaf』を 

発行する株式会社リーフ・パブリケーションズに

勤務。社内最年少の女性・企画営業マンとして

日々街中に落ちたヒントを発掘中。 

 今回は『京都』×『若者』×『女性』の目線で

見つけた新しい京都の可能性を皆様と共有しま

す！ 

２０１３～２０１４年度 地区大会 

 

 日程： ３月２９（土）・３０日（日） 

 会場： 国立京都国際会館 

 グランドプリンスホテル京都 

 ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ：京都八幡RC  
 

＜２９日＞ 

14：00‐16：00 会長・幹事・地区委員長会議 

17：00‐19：30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

 

＜３０日＞ 

  7：30‐8：20 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

10：00‐11：30 新会員セミナー 

10：00‐11：30 青少年交流会 

11：30 受付 

12：45‐ プロローグ～京小町踊り子隊 

13：00‐16：20 大会本会議 特別講話（千玄室氏） 

       記念講演（松野文俊氏） 

17：00‐18：30 大懇親会 

 

登録者： 一口、万殿、松尾、森、千田、末永、 

 髙橋、德田、内山、王の各会員 

◇ 例会臨時変更のお知らせ 

３月１１日（火）京都洛南ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

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 

 以上、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 

  「－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 

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」 

登録者： 一口、万殿、德田、内山の各会員 

 

クラブ・デー 

 第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 

上山社会奉仕委員長 松尾国際奉仕委員長  

２月会員誕生日のお祝い おめでとうございます 

岸上会員、瀬田会員、内山会長 



識字率向上月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『２月２７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％ 

２月１３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．５％ 

ご来客 １名  

 

2014学年度の新ロータリー米山奨学生が決定 

 

2014学年度の新規米山奨学生の面接選考が各地区の

選考委員会によって行われ、合格者が決定しました。 
 

1,403人の応募に対し、奨学金プログラム別の合格者

数は、博士・修士・学部課程奨学金が532人、地区奨

励奨学金が12人、クラブ支援奨学金が10人、海外応募

者対象奨学金（海外からの個人応募）が11人です。こ

のほか、海外学友会推薦奨学生を現在選考中です。 
 

国籍・地域別では、中国42.3％、韓国14.3％、ベトナ

ム9.6％、台湾5.8％の順となっています。また、今回

は、アルメニア、ツバル、スロバキア、パレスチナ自

治政府から初の合格者がありました。 
 

今後は、継続者および他奨学機関合格者による辞退

などによって人数の変動が見込まれますが、今回の

合格者と昨年度からの継続奨学生を合わせた716人が

2014学年度奨学生となる予定です。 

次回例会 ３月１３日（木） 

第８回クラブ討論会 

（広報・IT・雑誌・会報） 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計   0円 今年度累計 30,000円 

 ３～６月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 

 ５月２５日（日） 春の家族会 ﾏﾘｰﾅ雄琴 

 ６月１２～１５日 三重中央RCとの合同例会 

 【ニコニコ箱】 小計 15,000円 今年度累計 1,003,000円 

内山 正元 ・日ざしが、春めいてきましたね。 

出射 靖生 ・久し振りの雨ですね。 

 

一口 茂樹 

・德田さん 先日はありがとうござい

 ました。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、千田  適 

 

森  正廣 

・肥後大津岩戸温泉は太古の色と

 かおり。 

末永  寛 ・早退おわび。 

 

万殿 慎二 

・德田さん 先日はありがとうござい

 ました。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

吉田  修 ・来週から３月ですね。 

吉田  修 ・来週例会欠席お詫び。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 9,000円 今年度累計 402,000円 

森  正廣 ・肥後大津ふれあいマラソンは、阿蘇山 

 を展望しながら楽しい走りです。 

 

谷口 泰義 

・桂川クリーン作戦 出席の皆様 

 ごくろうさんでした。 

BOXへ 田中  守、万殿 慎二、千田  適 

稲掛 英男 

 【米山奨学会箱】小計 10,000円 今年度累計 441,000円 

出射 靖生 ・梅が咲いてきました。 

BOXへ 田中  守、上原 従正 

 

吉田  修 

・うれしいことがありました。 

 早く家に帰りたい！！ 

安田  勝 ・世界の平和と安定を願って。 

内山 正元 ・Ｐ.Ｍ.２.５、大迷惑です。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 8,000円 今年度累計 153,000円 

BOXへ 吉田  修、千田  適、田中  守 

山本 拓生 ・娘の高校入試合格 自祝 

 

２/２３（日）第７回クリーン大作戦 



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 

村尾 愼哉会員 村田 純江会員 長野 陽子会員 ～新入会員スピーチ～ 
【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～ 

３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 ◆ 

佛教大学歴史学部歴史文化学科 教授  

京都中RC会員 八木 透様 

【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】 

＜１０００回記念特別例会の為、例会変更＞ 

松本宗利音氏 井上 大聞氏 松本志絃音氏 

「世界の不幸な児童へ愛の手を」 

「京都の地震と活断層」 

「無題」 

会員スピーチ 

「私達だから伝えたい誰もが安心して歩ける街をめざして」 

京都産業大学大学院工学研究科 生物工学専攻 博士課程 

京都洛北RC米山奨学生 シュルバコーワ・キセニアさん 
「ソチオリンピックの両面」 

「京に春を告げる若き音楽家たちの風」 

創立60周年記念例会・祝宴のため例会変更 

－ロータリー情報フォーラム－ 

 

公益財団法人京都府視覚障害者 

協会理事 北村裕喜子様 

 

 

＊ビジター受付はありません 

会員 西本 孝一様 

-会員ｽﾋﾟｰﾁ－ 

「京都西北RCの思い出～在籍20年出会いと別れ～」 

「クラブデー」 

「京の春から夏まつりと水への祈り」 

「京都伏見RCとの合同例会の為、14日に臨時変更」 

「京都ローターアクトクラブの現状－会員増強に向けて－」 京都RAC会長 山崎 友希様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

クラブデー 

「未定」 Happy Beauty Project 代表 三田 果菜様 

「京都市における新たな減災対策の取り組み：京都ﾓﾃﾞﾙの発信」 

－ｱｸﾄ週間ｽﾋﾟｰﾁ－「ﾛｰﾀｰｱｸﾄ活動報～2013-2014年度」 

中小路 宗俊会員 小田 精彰会員 

医療法人頌徳会 修学院病院 院長 

京都さくらRC名誉会員 山中 祥弘様 

ロータリー情報委員長 原田 正雄様 

京都北RAC会長 横山 敏之様 

上中 康司会員 

会員 井上 弘之様 

静吟詩堂 吟詠会総本部 宗範会長 山田 則夫様 

京都造形芸術大学学長 尾池 和夫様 

福岡 弘康会員 

【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 

３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 

３月１０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月１１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月１２日 

（水） 

ふれあい例会 

立命館大学 情報理工学部  

教授 仲谷 善雄様 

 

「『辞世』吉田松陰 作」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

「再入会スピーチ」 

クラブ・デー 


