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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１１６４回例会 ２０１４年３月１３日（木） Vol.２４－３４ 

プログラム 

１．３月８日（土）２０１３～１４年度賛西会が

 開催され、当クラブより会長、幹事、德田会

 員、万殿会員が出席しました。 

２．本日、京都南ＲＣ創立６０周年記念例会が

 リーガロイヤルホテル京都において行われ、 

 会長、幹事が出席いたします。 

３．３月１５日（土）会長エレクト研修セミナー

 が京都ホテルオークラにおいて行われ、千田 

 会長エレクトが出席されます。 

◇ 例会臨時変更のお知らせ 

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「我等の生業」 

 今日の歌「ふるさと」 

  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 

 －会員スピーチ－ 

 「最近の私」 

    児嶋 雄二会員 

  閉会点鐘  13：30 

日 時  2014 年 3 月 6 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、千田、一口、髙橋、吉田、末永、万殿 

  上原、中川、松尾、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．第７回川クラブ友好の集いについて4/6（日） 

４．札幌真駒内ＲＣ創立40周年記念行事について5/7-11 

５．三重中央ＲＣとの合同例会について6/12-15 

６．地区大会について 

７．第5回クラブ協議会（地区大会報告）について 

８．会員増強について 

９．ローターアクト地区大会等協賛金について 

１０．その他   

  

2014～15年度 地区研修・協議会のご案内 

 
 

日 時：４月２０日（日）   

９：３０～ 受付 (なら100年会館) 

１０：００～ 全体会議･午前 (なら100年会館) 

１０：５０～ 分科会 (ﾎﾃﾙ日航奈良 

  はぐくみｾﾝﾀｰ） 

１２：４０～ 昼食 (各分科会会場) 

１３：４０～ 全体会議･午後(なら100年会館) 

１７：３０ 終了 

   
 
場 所： 全体会議 なら100年会館 

  分科会 ホテル日航奈良、はぐくみｾﾝﾀｰ 
 

出席義務者：会長、幹事、ｸﾗﾌﾞ管理運営、 

  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ﾛｰﾀﾘｰ財団、米山奨学、 

     公共ｲﾒｰｼﾞ、会員増強 

 

＊当日受付および全体会議が「なら100年会館」

 で行われ、その後各分科会会場へ移動します。 

＊近鉄奈良駅から全体会議場の「なら100年会

 館」までｼｬﾄﾙﾊﾞｽが運行 

 されます。 

（所要時間約10分） 

＊ＪＲ奈良駅から各会場 

 までは徒歩５分です。 

＊昼食の用意があります。 

 

「－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 

日 時  2014 年 3 月 6 日(木)14:15 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、内山、万殿、出射、児嶋、末永 

  髙橋、上原、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．その他 



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

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２５名（４名）８９．２％ 

２月２０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２．％ 

ご来客 １名  

次回例会 ３月２０日（木） 

クラブ・デー 

第８回クラブ討論会 

  （広報・IT・雑誌・会報） 

『ロータリーの友』電子版のご案内 
 

『ロータリーの友」１月号から電子版が配信される

ことになりました。 
 

電子版の閲覧方法 ロータリーの友のホームページ 

http://www.rotary-no-tomo.jpにアクセスして、 

『ロータリーの友』電子版をクリックして下さい。 

ＩＤとパスワードを要求する画面が出来てきますの

で、下記、ご入力下さい。 
 

 ＩＤ： rotary パスワード： rotary 

 【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 
 ４月２０日（日） 2014-15年度 地区研修・協議会 
 なら100年会館、ﾎﾃﾙ日航奈良、はぐぐみｾﾝﾀ  ー
 9：30受付 10：00～17：30 

◆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 

 【米山奨学会箱】小計 20,000円 今年度累計 461,000円 

稲掛 英男 ・寒いですネ 

BOXへ 末永  寛、松尾 義平、万殿 慎二 

吉田  修、上原 従正、鎌野 孝和 

藤井文治郎、田中  守、德田 正彦 

 【ニコニコ箱】 小計 42,000円 今年度累計 1,045,000円 

 

内山 正元 

・梅一輪 一輪ほどの あたたかさ 

 （有名句です） 

中川 俊夫 ・ウクライナに平和を！！ 

 

千田  適 

・自祝 

 やっと息子が結婚しました。 

BOXへ 鎌野 孝和、藤井文治郎、稲掛 英男 

田中  守 

児嶋 雄二 ・三週連続自クラブ欠席おわび！ 

 

森  正廣 

・ＪＦＥの橋と造船の工場見学で津に

 行ってきました。 

德田 正彦 ・来週の例会欠席お詫び。 

松尾 義平 ・梅花 盛んです。 

万殿 慎二 ・岩野さんのスピーチ楽しみです。 

 

安田  勝 

・児嶋さんこの度はありがとうござい

 ました。 

 

吉田  修 

・休む予定でしたが、早く終わったの 

 で参りました。 

谷口 泰義 ・雪化粧 きれいですぞえ 比叡山 

一口 茂樹 ・岩野様 スピーチ楽しみです。 

 

岸上 幸 

・昨日九州の養護施設と老人ホームを 

 訪問してきました。 

 

瀬田 保二 

・おひなさまのつき（月） 

 かざばな舞う日 

出射 靖生 ・雪が舞っています。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 14,000円 今年度累計 416,000円 

内山 正元 ・８日（土）は、賛成会が開催されます。 

吉田  修 ・うれしい春ですね。 

BOXへ 田中  守、藤井文治郎、鎌野 孝和 

松尾 義平、万殿 慎二 

出射 靖生 ・岩野様のスピーチ楽しみに 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 6,000円 今年度累計 159,000円 

BOXへ 万殿 慎二、松尾 義平、鎌野 孝和 

田中  守 

 

森  正廣 

・岩野真優子様 

 本日はありがとうございます。 

吉田  修 ・やっぱりまた、雪が降りましたね。 

 今日の歌 「ふるさと」 
高野 辰之 作詞 岡野貞一 作曲 

  

うさぎ追いし  かの山 

こぶな釣りし  かの川 

夢は今も  めぐりて 

忘れがたき  ふるさと 



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】 

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 ◆ 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

【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」 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

「青少年（新世代）奉仕って？」 

「未定」 

「職業奉仕会員スピーチ」 

「未定」 

新入会員スピーチ「神は松尾」 

越前和紙美術作家 青木 里菜さん 「越前和紙の里から世界へ」 

休会 

「日越４０年目を迎えて「辿りついた場所より」－京都の伝統技法に支えられて」 

「永田町の今・・・（一年生議員の奮闘記）」 

ﾌﾟﾛﾃﾆｽﾌﾟﾚｰﾔｰ 加藤 未唯様 

会員 生嶌 經和様 

担当 クラブ管理理事 岩本  一様 

京都府議会議員 北岡ちはる様 

 

会員 岡本 政明様 

-会員スピーチ－「仏像について」 

「パーキンソン病および関連疾患と基礎研究」 

「地域の活性化」～地域の資源を生かす取り組み～ 

－休会－ 

「ロータリークラブ感じたまま」 

－新会員ｽﾋﾟｰﾁ－「投資を通じた社会貢献－ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ－」 岩崎 靖史様 

染色画家 京都精華大学

教授 鳥羽 美花様 

「全豪、全仏、ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ、全米、世界４大大会に出場して・・・」 

職業奉仕会員スピーチ 本多 保博会員 

「音楽例会」 

「食品の安全について」 

茶道裏千家正教授 裏千家今日庵直門 志倶会会員 西村 宗代様 

京都府立医科大学大学院 医学研究所  

基礎老化学 研究教授 田中 雅樹様 

衆議院議員 安藤 ひろし様 

㈲パイ研究会 代表 廣森 日出夫様 

新井 孝行会員 

会員 若宮 隆幸様 

会員 古原 英男様 

京都市市長 門川 大作様 

 

【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 

３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 

３月１７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月１８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月１９日 

（水） 

クラブ奉仕フォーラム 

ソプラノ 岩川 亮子さん、テノール 山本 康寛様 ピアノ 佐藤 明子様 

 

「入れ歯の変遷（進歩）」 

㈱京南 代表取締役 地区ガバナー補佐 小永井 征也様 

「新入会員スピーチ」 

クラブ・フォーラム（クラブ管理） 

小川さかえ会員 島田真由美会員  吉野由美子会員 


