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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」 

「天神川の桜」 

撮影 山川 文孝氏 



 第１１６８回例会 ２０１４年４月１０日（木） Vol.２４－３８ 

プログラム 

１．４月６日（日）、第１７回川クラブ友好の集

 いが 行われました。ご出席の皆様ありがとうご

 ざいました。 

２．次週例会終了後、２５周年実行委員会が例会

 場において行われます。 

日 時  2014 年 4 月 3 日(木)14:15 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、稲掛、内山、万殿、内田、出射、児嶋、 

  末永、髙橋、上原、山本、松尾、一口、田中、 

  森の各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 

３．年間行事予定に関する件 

４．会長エレクト研修セミナー報告 3/15（土） 

５．地区協議会について 4/20（日） 

６．ガバナー公式訪問準備について 11/13（木） 

７．次年度会計予算について 

８．例会費の値上げについて 

９．週報について 

１０．ホームページの更新について 

１１．創立２５周年について（講師について） 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

４月１７日（木）京都西山ＲＣ 

４月１８日（金）京都乙訓ＲＣ 

４月２１日（月）京都中ＲＣ 

４月２３日（水）京都北東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

４月２５日（金）京都乙訓ＲＣ 

 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「それでこそロータリー」 

 今日の歌「春の小川」 

  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 

  －新入会員スピーチ－ 

 「自己紹介」 

       岸上 幸会員 

閉会点鐘  13：30 

  

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 

 

出席者： 千田、万殿、出射、末永、田中、谷口 

 太田、中川の各会員 

 
 

＊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。 

 

 

今日の歌 「春の小川」 
 

春の小川は  さらさら行くよ 

岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく  色うつくしく 

咲けよ咲けよと  ささやきながら 

「私の仕事-司法書士業界の現状」 

  

 山本 拓生会員 



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『４月３日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２６名（４名）９２．８％ 

３月２０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．４％ 

ご来客 ０名  

次回例会 ４月１７日（木） 

クラブ・デー 

第５回クラブ協議会（地区大会報告） 

日 時  2014 年 4 月 3 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、千田、一口、髙橋、吉田、 

  末永、万殿、上原、松尾、山本、 

  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．第９回クラブ討論会について5/22（木） 

６．春の家族会について 5/25（日） 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計 35,000円 

 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  

 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 

BOXへ 田中  守、千田 適、岸上 幸 

一口 茂樹 

BOXへ 児嶋 雄二、岸上 幸 

 

髙橋 英明 

・山本さん スピーチ楽しみにしてい

 ます。 

田中  守 ・山本さんのスピーチ楽しみです。 

谷口 泰義 ・山本様のスピーチに期待して。 

稲掛 英男 ・山本会員のスピーチ楽しみに。 

一口 茂樹 ・山本さん スピーチ楽しみです。 

 【ニコニコ箱】 小計 54,000円 今年度累計 1,175,000円 

 

内山 正元 

・センバツ優勝！平安高校 

 おめでとう。 

 

 

内山 正元 

・３月２７日例会スピーカー塚本明美 

 様からニコニコへとお預かりしまし

 た。 

 

万殿 慎二 

・山本さんのスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

松尾 義平 ・川クラブ 末永様お世話様です。 

 

德田 正彦 

・川クラブ４月６日桂川ＲＣ当番で 

 欠席します。 

中川 俊夫 ・早退おわび。 

 

 

森  正廣 

・今年の大学セミ同窓会は、能登半島 

 西保海岸の「温泉民宿 漁火」でし

 た。 

出射 靖生 ・桜満開。 

安田  勝 ・桜花満開。 

吉田  修 ・桜がイッキに咲きましたね。 

千田  適 ・桜がきれいです。 

 

瀬田 保二 

・桜見事 

 日本人で良かった。 

吉田  修 ・忙しい４月になりました。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 15,000円 今年度累計 462,000円 

 

 

内山 正元 

・桜、満開。 

 お気に入りスポットに、花見に出か

 けます。 

松尾 義平 ・桜、満開です。 

出射 靖生 ・山本会員のスピーチ楽しみに 

森  正廣 ・祝 平安高校優勝。 

 

万殿 慎二 

・娘が留学に出発しました。 

 さみしくなります。 

 【米山奨学会箱】小計 15,000円 今年度累計 502,000円 

 

松尾 義平 

・地区大会  

 ロボットの話よかったです。 

BOXへ 田中  守、吉田  修、千田  適 

稲掛 英男 

德田 正彦 ・早退お詫び。 

 

山本 拓生 

・平安高校 

 優勝おめでとうございます。 

 

末永  寛 

・万殿さん先日は送っていただいて 

 ありがとうございます。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 6,000円 今年度累計 176,000円 

BOXへ 松尾 義平、田中  守、吉田  修 

上原 従正 ・新メンバーの増強に向けて。 

出射 靖生 ・チリ産の津波 被害はない様ですね。 



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 

「１０周年を考える 井戸端会議Part1」 
【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１７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 ◆ 

【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】 

「第４回クラブ・アッセンブリー」 
最新ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの紹介 ㈱島津製作所  

医療用事業部 技術科 部長 丸目 尚様 

「自己脂肪細胞由来 幹細胞による再生医療の現状」 

「ごみは意外に雄弁だ」 

「京都洛西RCの歩み」 

「いのちの博物館～京都市動物園の歴史と役割～」 

「ﾛｰﾀﾘｰ留学から始まった日米間３０年のﾋﾞｼﾞﾈｽｷｬﾘｱ」 

佛教大学 歴史学部教授 八木  透様 「私にとっての祇園祭り-自己紹介に替えて-」 

「低被爆で高画質を実現する装置」 

「楽しい音楽人生とボランティア」 

～京都乙訓ＲＣとの合同例会～ 

㈱京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞ代表取締役社長 今井 浩志様 

㈱オデッセイコミュニケーションズ  

代表取締役社長 出張 勝也様 

担当 広報理事 吉田 武雄様 

 

 

会員 山岸 久一様 

-会員スピーチ-「きものあれこれ」 

「I Ｓｅｒｖｅの究極にあるもの 職業奉仕」 

「米山奨学生 王 天荷さんお別れ会」 

－ｸﾗﾌﾞ広報・雑誌・会報部門ﾌｫｰﾗﾑ－「ﾓｰﾆﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ～ﾁｪﾛとﾋﾟｱﾉと歌の響き～」 

「第二のふるさと伏見に思いを寄せて」 

-新会員スピーチ- 齋藤 篤史様 吉田  進様 

㈱ラポー 代表取締役 京都西RC会員 上田 哲次様 

「Ｊリーグクラブと地域の関係について」 

「放送タレントという仕事」 放送タレント 中村 薫様 

「未定」 

「未定」 

京都市動物園 園長 秋久 成人様 

RI第2630地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ岐阜RC会員 服部 芳樹様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 

小平 真滋郎会員 

 

京都大学名誉教授 松久  寛様 

京都大学環境科学センター助教 浅利 美鈴さん 

加藤 善彦会員 

【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１１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１４日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月１５日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月１６日 

（水） 

「創立記念によせて」 

江藤ゆう子音楽事務所 代表 江藤ゆう子さん 

中井 昌美様 

「縮小社会への道」 

「第５回協議会 地区大会を終えて」 

クラブ・フォーラム（広報） 

クラブ管理運営委員会 

（前）伏見区長 水口 重忠様 


