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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１１６６回例会 ２０１４年３月２７日（木） Vol.２４－３６ 

プログラム 

１．次週例会終了後、現次年度理事役員会が開催

 されます。ご出席お願い致します。 

２．３月２９・３０日２０１３~１４年度地区大会

 が国立京都国際会館において開催されます。 

 ご登録の皆様、よろしくお願い致します。 

塚本 明美（つかもと あけみ）様 
 

昭和２３年 京都市生まれ 

昭和４１年３月 明徳商業高等学校卒業 

昭和４１年４月～４５年１月まで㈱京都西川にて

 和文タイピストとして勤務し、

 その後結婚する。 

昭和５７年１月 リフォームセンター塚本を創業し、

 現在に至る。 

◇例会臨時変更のお知らせ 

４月 １日（火）京都東山ＲＣ 

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。 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「花」 

  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 

 「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 

閉会点鐘  13：30 

2013-14年度 第３回炉辺会合第１班報告 
 

３月１６日１８時半より翆雲苑にて安田、内山、
田中、徳田、高橋、末永、出射、上山の８名の出
席のもと開催されました。 
当日は日曜日の夕方にもかかわらず多数の参加で
「友好クラブとの交流」をテーマに意見交換をお
こなった結果、今までの方法で続けていくことが
最良ではないかとの結論にいたり担当者の友好の
児嶋会員、国際の松尾会員に敬意を表し皆で何回
も乾杯をおこない良い一日の締めくくりとさせて
いただきました。 

上山サブリーダー 
 
2013-14年度 第３回炉辺会合第３班報告 
  

出席者：藤井（文）林、鎌野、岸上、児嶋、 
 王（稲掛代理）千田、瀬田、内田、 
 吉田の各会員 
３月２２日（土）１８：２０から藤井文次郎会員
経営の「糸屋ホテル」にて開催しました。サブ
リーダー稲掛会員のピンチヒッターに王会員が
メーキャップに入っていただいて、予定通り１０
名全員出席で開催しました。 
冒頭、友好クラブの記念例会訪問について、５月
札幌真駒内ＲＣには２７名（うち会員２０名）６
月台湾三重中央ＲＣには１６名（うち会員１３
名）が出席予定であり、先方のクラブに対し「顔
向けのできる訪問人数」となったことが報告され
ました。これは私達のクラブの、他クラブに対す
る友好親睦にたいする熱意の表れであり、大変喜
ばしいことであります。 
その後、食事歓談しながらの情報交換でしたが、
お料理のトップバッターに「のれそれ」が出てき
て一同、緊張しながら食しました。10人もいる
と、話はどうしても二手に分かれましたが、中程
から人間の根源である“性”についての話になり
医学的・獣医学的な論評も加えられ、珍しくアカ
デミックな炉辺になりました。話の弾んだ会合は3
時間20分に及び、２１：４０お開きとなりまし
た。「親睦は胃袋から」と申しますが、今回は、
話題の豊かさと内容で大いに親睦を深めることが
できました。この力を奉仕活動に注力しようと
誓って散会しました。藤井（文）さん、歓待して
いただいてありがとうございました。 
感謝！感謝！          吉田リーダー 

 クラブ・デー 

 第８回クラブ討論会 

（広報・IT・雑誌 

・会報） 
 

山本 拓生会員 

３月会員誕生日お祝い→ 
安田会員、森会員、内山会長 

おめでとうございます 



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２０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２７名（４名）９６．４％ 

３月６日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２％ 

ご来客 ０名  

次回例会 ４月３日（木） 

－会員スピーチ－ 

 「未定」 

       山本 拓生会員 

 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 

 ◆クラブ内行事  

 ４月 ６日（日） 第１７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 7,000円 今年度累計 477,000円 

森  正廣 ・もうお彼岸ですね。 

BOXへ 吉田  修、千田  適、上原 従正 

田中  守 

 【ニコニコ箱】 小計 25,000円 今年度累計 1,093,000円 

 

内山 正元 

・開花宣言が聞かれる季節となりまし

 た。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

德田 正彦 ・出射先生 炉辺お世話様でした。 

BOXへ 千田  適、岸上 幸、児嶋 雄二 

王   杲 ・炉辺会欠席のお詫び。 

出射 靖生 ・久し振りの雨ですね。 

 

万殿 慎二 

・先週は息子の、今日は娘の卒業式 

 です。 

 

末永  寛 

・出射さん 先日はありがとうござい

 ました。 

一口 茂樹 ・自祝。 

 

森  正廣 

・御池合唱団がＫＢＳラジオに出演し

 ました。 

 

田中  守 

・出射先生 家庭集会ありがとうござ

 いました。 

 

安田  勝 

・春うらら 

 ８３になりました。 

吉田  修 ・明日は彼岸の中日 

 お墓参りをいたしましょう。 

 

 

  今日の歌 「花」  
作詞 武島 羽衣 作曲 滝 廉太郎 

 

春のうららの 隅田川 

のぼりくだりの 船人が 

櫂
かひ

のしづくも 花と散る 

ながめを何に たとふべき 

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 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH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 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 11,000円 今年度累計 439,000円 

 

内山 正元 

・クリミア半島に、平和が訪れますよう

 に。 

一口 茂樹 ・山本さん スピーチ楽しみです。 

谷口 泰義 ・松尾様 炉辺会合お世話さんでした。 

 

吉田  修 

・きょうは、クラブデー 

 そして、ＣＦ（ｸﾗﾌﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ）ですね。 

出射 靖生 ・炉辺会議 御苦労様でした。 

BOXへ 山本 拓生、末永  寛、田中  守 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 6,000円 今年度累計 168,000円 

BOXへ 吉田  修、一口 茂樹、田中  守 

安田  勝 ・出射先生 炉辺お世話になりました。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円 今年度累計 31,000円 

BOXへ 出射 靖生 



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 

「未定」 
【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～ 

４月３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 ◆ 

坂田 基禎会員 

【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】 

「会員スピーチ」 

アイシーエルシステムズ㈲ 代表取締役 山田 修司様  

「花粉症あれこれ」 

～社会奉仕ｸﾗﾌﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ～「里山環境保全活動（竹林整備）について」 

「桃色女剣劇団」 

「相撲道」 

京都紫野ＲＣ・京都西ＲＣ合同例会「想定外と治水」 

ピアニスト 華頂女子高等学校 音楽科講師 佐竹 裕介様 「音楽例会」 

「ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ終了とその後」 

「日本取引所グループについて」（仮） 

－会員スピーチ－「神道と自然」 

KBS京都アナウンサー 竹内 弘一様 

元国土交通省防災課長 

㈱樽徳商店 代表取締役 宮本 博司様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

RI第2650地区広報・雑誌委員長 

生駒RC会員 中谷 裕二良様 

会員 杉本 五十洋様 

会員 児嶋 久剛様 

－会員スピーチ-「文字と文化」 

「ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙﾄﾞﾒｲﾝ.Kyoto (ﾄﾞｯﾄ京都）のご紹介」 

「2014年4月からの広報活動と新しいｳﾞｨｼﾞｭｱﾙ・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ」 

－会員スピーチ－「私の仕事 Part３」 

「まちなか神社の不思議」 

－新会員スピーチ－「新聞のやくわり」 白石 方一様 

日本取引所自主規制法人 常任理事 川本 哲也様 

「未定」 

京都西ＲＣとの合同例会 ＊ビジター受付はありません。 

「鴨川納涼床の楽しみ方」 

「金網職人奮闘記」 

大相撲力士 小結 豊ノ島様 

京都情報大学院大学 一般社団法人全国地域

情報産業団体連合会 事務局長 武田 雅哉様 

津田 定明様 

金網つじ 代表 辻  賢一様 

脇  巌会員 

京都ｽﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ代表取締役専務 上原 任様 

会員 中村 佳史様 

京都発・竹・流域環境ﾈｯﾄ 

事務局長 吉田 博次様

京都造形芸術大学 大衆演劇サークル 副部長 大字  爽様 

【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３１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月２日 

（水） 

国際奉仕フォーラム「地区国際奉仕委員会活動報告」 

もち料理きたむら 北村 保尚様 

地区国際奉仕委員会委員  

奈良東ＲＣ 浦島 睦様 

「旅行業界よもやまばなし」 

㈱ワード 役員、編集者、ライター 黒田 正子様 

「京都駅前地下街ポルタのリニューアル」 

開催日時・場所臨時変更 

 


