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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」 

「天神川の桜」 

撮影 山川 文孝氏 

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」 



 第１１６９回例会 ２０１４年４月１７日（木） Vol.２４－３９ 

プログラム 

１．本日例会終了後、２５周年実行委員会が例会

 場において行われます。 

２．４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ガーデンパー

 ティーが行われ、内田インターアクト委員長が出席さ

 れます。 

３．４月２０日（日）２０１４～１５年度地区 

 研修・協議会が奈良において行われます。 

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５回クラブ協議会（地区大会報告） 

閉会点鐘  13：30 

2013-14年度 第４回炉辺会合のお知らせ 
 

下記のように炉辺会合の組み分けをいたしました。 

６月末日迄に開催いただき、会合終了後事務局宛、報告

をお願いします。 

＊テーマ「創立２５周年の事業について」（敬称略） 

クラブ管理運営委員長 末永  寛 

 ﾘｰﾀﾞｰ ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ  

1 一口 髙橋 
安田、鎌野、谷口、上山 

德田、林、中川、太田、王 

2 藤井(文) 千田 
出射、森、吉田、瀬田、児嶋 

近藤、岸上、大森、山田 

3 末永 万殿 
内山、上原、松尾、田中、稲掛  

内田、山本、藤井(敏） 

 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 

◆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 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

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 

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。 

   

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 

 

夫人誕生日お祝い   

 ６日 近藤永太郎会員夫人 和子様 

 ９日 稲掛英男会員夫人 由美子様 

 １４日 藤井文治郎会員夫人 政子様 

   １７日 鎌野孝和会員夫人  幸子様 

   １８日 内田勝彦会員夫人 由美子様 
  

結婚記念日お祝い 

 １６日 藤井 敏二会員  

創業記念日お祝い 

  １日 林 良訓会員  ㈱マリーナ雄琴 

  １日 谷口泰義会員 ㈱西京ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ 

  １日 内山正元会員 内山法律事務所 
 

４月おめでとうございます 

-会員スピーチ- 

森  正廣会員 



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１０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２3名（３名）85．1％ 

３月２７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 ４月２４日（木） 

「発想のタネをまこう」 

  コピーライター、プランナー 前田 めぐる様 BOXへ 林  良訓 

德田 正彦 ・川クラブ、末永様お世話様でした。 

 

千田  適 

・末永さん、川クラブの集まりご苦労

 様でした。楽しかったです。 

一口 茂樹 ・川クラブ、ありがとうございました。 

 

田中  守 

・末永さん 

 川クラブお世話になりました。 

 【ニコニコ箱】 小計 21,000円 今年度累計 1,196,000円 

 

内山 正元 

・御所の一般公開です。 

 中々すばらしいものですよ。 

 

末永  寛 

・先日の「川クラブ友好の集い」参加

 の皆様、ありがとうございました。 

上原 従正 ・川クラブ 皆様ご苦労でした。 

 

森  正廣 

・宇治川さくらまつり開催。 

 平等院も拝観再開で人出復活へ。 

吉田  修 ・家の裏の桜が散り初めです。 

 

太田 勝彦 

・サクラが散ってます。 

 キレイですね。 

藤井文治郎 ・岸上会員のスピーチ楽しみです。 

稲掛 英男 ・岸上さんのスピーチ楽しみに。 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 11,000円 今年度累計 473,000円 

 

安田  勝 

・川クラブ友好の集い 

 お世話になりました。 

山本 拓生 ・岸上さん頑張って下さい。 

末永  寛 ・岸上さんのお話し楽しみに。 

 

 

吉田  修 

・謝罪、弁明、笑い、涙 

 小保方さんどうなるのでしょう。 

 真実の前には、ひれ伏しましょう。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計 35,000円 

BOXへ 稲掛 英男、一口 茂樹、田中  守 

 【米山奨学会箱】小計 8,000円 今年度累計 510,000円 

 

内山 正元 

・御室桜が六分咲きで、これから見頃 

 を迎えます。 

BOXへ 田中  守、万殿 慎二、吉田  修 

谷口 泰義 ・岸上さんのスピーチを楽しみに 

森  正廣 ・川クラブ次回開催は岡山旭川に決定。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 3,000円 今年度累計 179,000円 

BOXへ 吉田  修、太田 勝彦 

田中  守 ・岸上さんのスピーチ楽しみです。 

 

第１７回川クラブ友好の集い 

開催日： ２０１４年４月６日（日） 

参加者： 岡山旭川６名、芦屋川ＲＣ５名、川西猪名川ＲＣ４名、 

   橋本紀ノ川ＲＣ１名、西宮夙川ＲＣ１名、桂川ＲＣ１８名、計３５名 

空模様が不安定で季節外れの寒さの中、小さなＪＲ山崎駅に、１２時３０分に集合していただき１５

分程度急な坂道を歩いてアサヒビール大山崎山荘美術館へ。大山崎山荘は広い庭園の中に実業家 加賀

正太郎の別荘であった英国風の山荘と建築家安藤忠雄による「地中の宝石箱」といわれる地中に埋め

込まれた円柱型のギャラリー等があり、そこに展示されているクロード・

モネの睡蓮を観賞。 

その後、バスでサントリー京都ビール工場へ移動。３０分程度の工場見学

の後、お楽しみのビールの試飲では、おつまみと「ザ・プレミアムモル

ツ」をまず一杯いただきました。泡がクリーミーで、いつも飲んでいる

ビールより確かに美味しいと全員

が納得。ビールグラスもプレゼント

していただき長岡京市から一路懇親会場の「木乃婦」へ。 

内山会長の挨拶と乾杯で始まり、食事歓談の後、各ＲＣの 

会長さんよりクラブの現状報告と川クラブへの思いを語って

いただき、楽しく有意義な一時を過ごし各ＲＣの皆様と親睦

を深めることが出来ました。 

次回は、岡山旭川ＲＣのお世話で開催されます。 

参加いただきました会員の皆様ありがとうございました。 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 末永  寛 



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 

～会員スピーチ～「前立腺癌を考える」 
【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２４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】 

「会員スピーチ」 

 

「インターネットを取り巻くセキュリティ脅威と対策」 

～情報集会まとめ発表～ 

「職業奉仕会員スピーチ」 

「京都西山RCとの合同例会の為日時変更」 

「京都の都市力と地域コミュニティ」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 「インターアクト チャーターナイト ガーデンパーティ」 

「音楽例会（ゴスペル）」～The Ｓｏｕｌ ｏｆ C～コーラスユニット 

故 髙橋督治会員追悼例会 

「ひろめていきたい音楽療法の効果について」 

公益財団法人京都府暴力追放運動推進ｾﾝﾀ  ー 事業課長 上原 忠晴様 

京都市副市長 藤田 裕之様 

京ぎをん浜作三代目主人 森川 裕之様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

会員 三宅 由起様 

京都大学 学術情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 

特命准教授 情報学博士 古村 隆明様 

-会員スピーチ-「日本留学の傾向」 

「私の修行時代～日本料理無形文化遺産と京料理～」 

「臨時休会」 

－故 林 研志会員 追悼例会－ 

「～伏見吹奏楽のつどいの為、29日に臨時変更」 

「司馬遼太郎の京都」 司馬遼太郎記念館 館長 上村 洋行様 

小西 清茂会員 中澤 忠嗣会員 

「武蔵坊弁慶とあなたの輪」 

「１．５×５×３」－ある講義の軌跡－ 千  宗守様 

「京・今」 

「スピーチの極意」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

㈱八千代 理事長 本道 敏行様 

UNITY M.C.S ｖｏｃａｌ 講師   

音楽療法士 越川 恵里香様 

フリーアナウンサー 京都RC会員 飛鳥井 雅和様 

山本 正道会員 

特定非営利活動法人(NPO）つくし  

上京ｻﾛﾝ実行委員長 原  龍治様 

 

 

 

【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 

４月１８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２１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

４月２２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

４月２３日 

（水） 

「日本と中国・韓国、どこが違うのか」 

深草社 主宰 書家 清水 菁花さん 

京都経済短期大学学長、経済学博士 岩田 年浩様 

「スーパーサーズデー」 

「日本の精神医療保健福祉の現状と課題」 

-スピーチ-｢未定」 

野々村光生会員 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 


