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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１１６５回例会 ２０１４年３月２０日（木） Vol.２４－３５ 

プログラム 

１．３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した。 

◇2014-2015年度版 ロータリー手帳 

「ロータリー手帳」はロータリー活動に役に立てていた

だけるよう、毎年、ロータリー年度で製作し、2014年6

月～2015年12月の予定が、記入できます。各地区の

ガバナー名、ガバナー事務所住所・電話・ファックス、

Eメールアドレス、地区大会の予定など、ロータリー関

連事項も合わせて掲載されています。 

１部 ６４８円（５月下旬出来上がる予定） 

ご希望の方は事務局までお願いします。 

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ﾞｿﾝｸﾞ」 

 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８回クラブ討論会 

  （広報・IT・雑誌・会報） 

  閉会点鐘  13：30 

 

会員誕生日お祝い   

  ４日 森       正廣会員 ２７日 安田 勝会員 
  

 

結婚記念日お祝い 

   ２日 田中 守会員 ５日 末永  寛会員 

   ３０日 近藤永太郎会員       
 

創業記念日お祝い 

  １日 一口茂樹会員  みきや化粧品 

  １日 上山泰弘会員 上山歯科診療所 

  ３日 安田 勝会員 安田医院 
 

３月おめでとうございます 

 
仮ロータリークラブ指定に関する公示 

 

この度、下記の通り新たに仮ロータリークラブを指定しまし

たのでお知らせ致します。 

なお仮クラブへの例会出席や、メークアップも可能です。 
 

                 記  
 

【ク ラ ブ名称 】 やまとまほろば仮ロータリークラブ 
 
 スポンサークラブ：  橿原ＲＣ・奈良ＲＣ 

 特 別 代 表 ：  好川嘉則様（橿原ＲＣ） 
 

【例 会情報 】 毎週木曜日 12時30分～13時30分 

 〒633-0091 奈良県桜井市桜井194-2  
 駅前グリーンビル3F  大和信用金庫駅前別館 

 

【事 務 局 】 〒633-0091奈良県桜井市桜井194-2  

 駅前グリーンビル502号室 

  TEL：0744-47-2158 FAX：0744-47-3640 

   Eメール：club@mahoroba.nara.jp 

以上 
 

国際ロータリー第2650地区 

ガバナー  坂本 克也 

幹事長   福井 純史 

  
 

－会員スピーチ－ 

 「最近の私」 

  

  児嶋 雄二会員 

2013-14年度 第３回炉辺会合第２班報告 

 

メンバー・・ 谷口 森 上原 中川 近藤 山本 

  太田の各会員 リーダー松尾 ８名 
     
欠席     一口 藤井敏 山田の各会員 
  

３月１５日、木屋町の（もち料理 北村）で開催

しました。後１０日もすれば、桜が見られるはず

ですが、この夜もコートが要る寒さで今年は開花

が遅れるかも･・ 

今回のテーマ、（友好について）必然的に台湾三

重中央、札幌真駒内が話しの中心になりますが、

台湾の親日度から、三重中央との交歓の歴史、真

駒内４０周年参加など、国際交流、国内友好の重

みを再確認しました。熱燗の酒が進むほどに、話

題は大きく広がり、経済、隣国関係、飛行機事故、

近藤さんの政界裏話など、とどまるところを知ら

ず、アッという間２時間半・・有意義な炉辺でし

た。            文責  松尾義平 

◇例会臨時変更のお知らせ 

４月 ８日（火）京都洛中ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

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。 

mailto:club@mahoroba.nara.jp


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％ 

２月２７日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．５％ 

ご来客 ０名  

次回例会 ３月２７日（木） 

「私の人生に響くこの一言」 

 リフォームセンターつかもと 

   代表 塚本 明美様 

 【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１９日（土） 華頂女子中学高等学校IAC認証状伝達式
 及びﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ ｶﾞー ﾃﾝﾊﾟー ﾃｨ  ー
 13：30受付 14：00～ 
 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ、ｻﾞ･ｶﾞー ﾃﾞﾝ岡崎 
 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 
 ５月１５日（木） 第３回京都市内２４RC連絡協議会 
 会長・幹事会（現次年度合同） 
 17：30受付 18：00～ 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 
 ６月２０日（金） 京都市内RC連絡協議会 現次年度合同幹事会 
 18：00受付 18：30～ 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 

◆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 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 3,000円 今年度累計 162,000円 

BOXへ 吉田  修、出射 靖生、田中  守 

20013～2014年度 賛西会 

 

3月8日リーガロイヤルホテルにおいて賛西会が開

催されました。多数の会員が出席され、各クラブ

の会長が一人ずつクラブ内の活動や状況など 

スピーチをされました。 

懇親会も大変盛り上がり楽しい時間を過ごしまし

た。 

出席者： 内山会長、万殿会員、徳田会員、一口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一口 茂樹 

 

 【米山奨学会箱】小計 9,000円 今年度累計 470,000円 

 

内山 正元 

・明日が、ホワイトディです。 

 皆様、お返しを忘れないように。 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

瀬田 保二 ・少し暖かくなりました。 

 

谷口 泰義 

・児嶋さんのスピーチで勉強させて頂

 きます。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 12,000円 今年度累計 428,000円 

森  正廣 ・クリミア半島はいずこへ。 

吉田  修 ・あの日を忘れない。 

出射 靖生 ・児嶋会員のスピーチ楽しみに 

安田  勝 ・世界の平和と安定の為に。 

BOXへ 田中  守、岸上 幸、稲掛 英男 

上原 従正 ・児嶋会員のスピーチを楽しみに。 

 【ニコニコ箱】 小計 23,000円 今年度累計 1,068,000円 

 

内山 正元 

・シネマ、「ネブラスカ」を鑑賞して 

 きました。おすすめです。 

一口 茂樹 ・児嶋さんスピーチ楽しみです。 

児嶋 雄二 ・本日スピーチさせていただきます。 

BOXへ 林  良訓 

 

 

森  正廣 

・カローリング京都府大会に８０チー

 ム２４０人が、京田辺市に集いまし

 た。 

岸上 幸 ・健康で働けることに感謝。 

太田 勝彦 ・児嶋会員のスピーチ楽しみに。 

 

 

 

吉田  修 

・３年前のあの日、私達は沖縄にいまし

 た。信じがたい光景を映し出すテレ

 ビにクギ付けになりましたね。 

 私達は、３，１１を忘れない。 

 

王   杲 

・馬来西亜航空の２３９人乗客が無事

 に帰って来る様祈ります。 

 

田中  守 

・児嶋さんのスピーチが大変楽しみで

 す。 

 

出射 靖生 

・マレーシア航空機どうなったんで

 しょうね。 

 

千田  適 

・児嶋さんのスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

稲掛 英男 ・児嶋さんのスピーチ楽しみに。 



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 

「クラブ親睦例会（第２回はぐるま例会）」 
【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 ◆ 

堀場  厚会員 

【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】 

「京都西北ＲＣとの合同例会」 

ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞﾓｰﾀｰｽ㈱ 代表取締役 小間 裕康様 

祝日休会 

祝日休会 

祝日休会 

祝日休会 

「未定」 

舞台俳優・龍谷大学非常勤勤務 二口 大学様 
「京都の小劇場演劇の世界」 

「自動車産業へのＥＶベンチャーの参入」 

「婦人画報編集部がお薦めする各地の宿と味処」 

－社会奉仕フォーラム－「次期の東北震災支援事業について」 

自衛隊京都地方協力本部長

１等陸佐 國友  昭様 

米山奨学生 レー・テイ・クック様 

関西ラグビーフットボール協会 会長 坂田 好弘様 

京都産業大学経済学部 教授 大西 辰彦様 

 

 

「みんなで育てよう身近な街路樹」-京都市の都市設備についての考え方- 

－京都嵯峨野ＲＣとの合同例会－ 

「京都産業を育む知恵インフラ」 

－会員スピーチ－「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙで働きがいのある会社をめざして」 

「食とポエジーのマリアージュ」 

「名馬をたずねて」 祇園 佳つ乃様 

婦人画報 編集長代理 桜井 正朗様 

「東日本大震災における災害派遣～22連隊144日間の活動～」 

「京都の伝統産業」 京都市産業観光局商工部伝統産業課染織係長 小谷 直子様 

「地震・雷・火事・おやじ『火災は忘れる前にやってくる』」 

－休会－海外姉妹ｸﾗﾌﾞ台北北ＲＣ創立55周年記念行事参加の為 

 

＊ビジター受付はありません 

次年度社会奉仕委員長 

依田 純三様 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付はありません 

京都市建設局 緑政課  

係長 岩本 謙次様 

 

会員 古原 英男様 

 

 

【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 

３月２４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

３月２５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

３月２６日 

（水） 

「池大雅の芸術と人となり」 

京都市消防学校長  

消防正監 前田 利正様 

佐々木もと子様 

「スーパーサーズデー」 

京南倉庫㈱ 代表取締役 詩人 ｴｯｾｲｽﾄ 上村多恵子様 

祝日休会 

スピーチ「もの言わぬ教え」 

＊ビジター受付はありません 


