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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１１６７回例会 ２０１４年４月３日（木） Vol.２４－３７ 

プログラム 

１．本日例会終了後、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日の地区大会にご参加の皆様 

 お疲れさまでした。 

３．今週日曜日、第１７回川クラブ友好の集いを

 当クラブホストで行います。 

 ご出席の皆様よろしくお願い致します。 

 

モンゴルに海外6番目の米山学友会が誕生！  

 

海外6番目となる米山学友会がモンゴルで設立され

ました。 

3月1日にウランバートル市内で開催された創立記念

祝賀会には、学友24人、日本からロータリアン9人

のほか、元駐日モンゴル大使や在モンゴル日本国大

使館一等書記官、フレーＲＣ会長など来賓を含む40

人以上が参加。創立会員34人の中から、初代会長に 

ジャンチブ・ガルバドラッハさん（1998-99／山形

北ＲＣ／現在フレーＲＣ会員）、副会長にバルジン

ニャム・バトゾリグさん（2007-08／津久井中央Ｒ

Ｃ）、ほか5人の役員が選任されました。 

ジャンチブ会長は「長年の夢をようやく実現するこ

とができた。日本のロータリアンが育ててくれた学

友たちの力を結集し、皆で頑張って活動していきた

い」と、抱負を語りました。また同日、モンゴル国

各省庁から表彰状および感謝状が当会理事長をはじ

め、関係ロータリアンに贈られました。当日は地元

メディアの取材があり、ニュースなどで報道されま

した。 

◇例会臨時変更のお知らせ 

４月 ８日（火）京都洛中ＲＣ 

４月 ９日（水）京都北東ＲＣ 

４月２８日（月）京都中ＲＣ 

４月３０日（水）京都西北ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

４月 ４日（金）京都紫竹ＲＣ 

４月 ７日（月）京都紫野ＲＣ 

４月 ９日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

４月１０日（木）京都洛北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 

  －会員スピーチ－ 

 「私の仕事－司法書士業界の現状」 

       山本 拓生会員 

閉会点鐘  13：30 

 

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 

 

 出席者：藤井(文)、一口、鎌野、岸上、万殿 

 松尾、森、千田、瀬田、末永、田中 

 谷口、内山、上原、上山、王、 

 安田の各会員 

「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 

3/20  西京消防署長 川﨑 隆司様 

より西京少年消防クラブ育成指導用品

の寄付に対する感謝状の贈呈 



ロータリー雑誌月間 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月２７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％ 

３月１３日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．８％ 

ご来客 ４名  

次回例会 ４月１０日（木） 

－新入会員スピーチ－ 

 「自己紹介」 

       岸上 幸会員 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 4,000円 今年度累計 35,000円 

BOXへ 上原 従正、出射 靖生、山本 拓生 

 ４～６月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 
 ５月１６～１８日 2013-14年度 ＲＹＬＡ 
 奈良ロイヤルホテル 
 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 

 【ニコニコ箱】 小計 28,000円 今年度累計 1,121,000円 

内山 正元 ・花便りが楽しみな季節となりました。 

BOXへ 末永  寛、岸上 幸、児嶋 雄二 

上山 泰弘 

出射 靖生 ・本日は車が多いですね。 

 

森  正廣 

・熊本県芦北マラソン、不知火海をな 

 がめながら気持良い走りでした。 

林  良訓 ・もう４月ですね。 

稲掛 英男 ・早退おわび 

藤井文治郎 ・家庭集会御利用有難うございました。 

 

谷口 泰義 

・岩倉に来て頂くのに私事で地区大会

 欠席です。すみません 

 

鎌野 孝和 

・吉田さん、藤井さん 

 先日は大変お世話になりました。 

 

中川 俊夫 

・愛犬が天国へ旅立ちました。 

 アーメン 

吉田  修 ・塚本様のお話楽しみに。 

一口 茂樹 ・塚本様 よろしくお願いします。 

京都西ＲＣ 

森  泰蔵様 

・本日ビジターとしてお世話になり

 ます。よろしくお願いします。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 8,000円 今年度累計 447,000円 

 

万殿 慎二 

・塚本さんのスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

 

 

吉田  修 

・藤井(文)さん、先日の炉辺会合では 

 大変お世話になりありがとうござい

 ました。 

BOXへ 一口 茂樹、鎌野 孝和、千田 適 

上山 泰弘 

 【米山奨学会箱】小計 10,000円 今年度累計 487,000円 

 

内山 正元 

・久しぶりに、王さん（台北）と便り 

 を交換しました。 

BOXへ 岸上 幸、吉田  修、鎌野 孝和 

上山 泰弘、 

出射 靖生 ・塚本さんのスピーチ楽しみに。 

千田  適 ・だいぶ春らしくなりました。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 2,000円 今年度累計 170,000円 

BOXへ 吉田  修 

 

出射 靖生 

・塚本明美様 本日はありがとうござ

 います。 

 

２０１３～２０１４年度 地区大会 
 

 

３月２９日、３０日に国立京都国際会館、グランドプ

リンスホテル京都において2013-2014地区大会が開催

されました。 

多数の参加者で盛大に行われました。 

 出席者：  内山会長、松尾会員、徳田会員、 

   末永会員、万殿会員、王会員、一口 

          一口幹事 



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 

「伝統の蹴鞠」 
【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１０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】 

＜春の家族例会の為、例会変更＞ 

 

－ﾛｰﾀﾘｰ雑誌月間ｽﾋﾟｰﾁ‐「雑誌月間に因んで」 

「いのちの博物館－京都市動物園の歴史と役割－」 

「私の未来」 

第５回アセンブリー 地区大会に参加して 

「ロータリー友について」 

古代象形絵文字作家 竹本 大亀様 「古代象形絵文字の魅力」 

クラブ情報集会報告 

故 中野康男会員追悼例会 

－会員スピーチ－「建築業界裏話」 

＊ビジター受付はありません。 

ﾛｰﾀﾘｰの友委員会地区代表委員 京都八幡ＲＣ会員 小川 忠様 

四代 諏訪 蘇山様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

会員 橋本 長平様 

クラブ・フォーラム －フロアバレーボール反省会 part 2 - 

クラブ・デー「第６回クラブアッセンブリー」 

「京都洛北ロータリークラブとの合同例会」 

－会員スピーチ－「私の仕事 Part３」 

「茶壺に追われて～宇治茶のこぼれ話～」 

「花の俳句 幽玄と「末期の目」からの旅立ち」 俳人、第23回Bunkamura  

ドゥマゴ文学賞受賞者 恩田 侑布子様 

内田 昌一会員 津田 純一会員 

「京都北東RCとの合同例会」クラブデー 

観桜・夜の家族例会のため、場所・時間変更 ＊ビジター受付はありません。 

春の家族懇親会開催のため、例会時間場所臨時変更 

「日本とチベット 異文化を超えて」 

 

 

山内 克己様 

チベット声楽家 バイマーヤンジンさん 

 

＊ビジター受付はありません。 

元会員 荒川 清彦様 

京都市動物園園長（獣医師）秋久成人様 

弘田 勝己会員 

【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 

４月４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 

４月７日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月８日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月９日 

（水） 

ふれあい例会 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 

 

「京都洛東ロータリークラブの思い出」 

㈱山政 小山園 取締役顧問、宇治茶伝道師、 

宇治商工会議所 副会頭 小山 茂樹様 

春の同伴例会の為、例会日時変更 

クラブ・デー －スピーチ－「ＲＡＣの事、焼き物の事」 

上田 恒弘様 


