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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」 

「白鷖」 

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１１７１回例会 ２０１４年５月８日（木） Vol.２４－４１ 

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。 

２．本日より札幌真駒内ＲＣ創立４０周年記念行

 事に会員・ご家族２６名が参加します。 

３．市内２４ＲＣロースターの変更・訂正ござい

 ましたら、本日中に事務局までお知らせくださ

 い。 

桑田 梨沙（くわだ りさ）様 
 

 １９年前に夢と希望を抱いて日本に来ました。 

初めて日本の文化や習慣に接して驚いたこと、考えさ

せられたことなどを述べてみたいと思います。 

 日本人と接して日本人の心の根幹に触れてみると、

心の美しさ、他人への心遣い、それらが接している者

にとって快適さが伝わり深く感銘しました。それらを

私なりに分析し、併せて中国在住者との比較などもし

ますが、あくまでも日本人も中国人も平均的な方々を

対象としてお話します。 

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 

 「私が感じた日本人の心」 

    桑田 梨沙様 

 閉会点鐘  13：30 

  

2014～15年度 地区研修・協議会 

 

日 時：４月２０日（日）   

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 

 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

５月２８日（水）京都朱雀ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

５月１６日（金）京都東ＲＣ    

 ビジター受付はありません。 

春の家族会 
 

日 時： 平成２6年5月25日（日）  

 午前１1時 

場 所： マリーナ雄琴  

    大津市雄琴5-10-56 

 ℡ 077-578-4037 

会 費： 大人 ５千円 子供 ３千円 

 ＊例会場・事務局に於いて出欠をとらせ

  ていただいております。多数のご家族の

  皆様の参加をお待ちしております。 

 

 

「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 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『４月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２２名（１名）８８．０％ 

４月１０日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．８％ 

ご来客 ３名  

次回例会 ５月１５日（木） 

「台風１８号（平成25年9月16日）の 

   被害概要等について」 

     西京消防署長 川﨑 隆司様 

 【米山奨学会箱】小計 7,000円 今年度累計 525,000円 

谷口 泰義 ・若葉萌え 朝日に映えて 絶景だ 

BOXへ 千田  適、吉田  修、田中  守 

 

内山 正元 

・庭の花水木が咲いています。  

 ピンクと白と、２色咲いています。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 2,000円 今年度累計 185,000円 

BOXへ 吉田  修、田中  守 

 ５・６月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 ８日（日） 2014-15年度IAC会長・幹事研修会 
 福井県 ﾌﾟﾗｻﾞ萬象小ﾎｰﾙ 
 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 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計 36,000円 

 

ロータリー希望の風奨学金 
 

 過日ガバナー事務所より、第3次として1,000万円を

送金しましたところ、希望の風奨学金事務局よりお礼

状および感謝状が届きました。 

 

国際ロータリー第2650地区 

ガバナー坂本克也様 地区支援委員会の皆様 

地区内ロータリークラブ会員の皆様 

 

謹啓 第２６５０地区 ガバナー坂本克也様はじめ、会員

の皆様におかれましては、いよいよご清祥にてご活躍の

ことと存じます。 

 このたびは「ロータリー希望の風奨学金」に再び、多額

のご支援をいただきまして誠にありがとうございます。 

 坂本ガバナーと第２６５０地区会員の皆様が奉仕の志の

高い伝統を継承し、盛り上げてくださっていることにロータ

リー東日本大震災青少年支援連絡協議会の委員一同厚

く々々感謝しております。また、「ロータリー希望の風奨学

金」の事務局を預かる私共の大きな励みになっています。 

 あらためまして、皆様の温かなお心とプログラムを支えよ

うとしてくださるご努力に感謝の意を表したく再び感謝状

を贈呈させて頂きます。 

 現在、３月に卒業した奨

学生と４月に入学した奨学

生の手続き中で、給付人

数を確定するにはもう少し

時間が必要ですが、今の

ところ、ほぼ前年同様の人

数なのではないかと考え

ております。  

 どうか今後ともよろしくご

支援くださいますよう、よろ

しくお願い申し上げます。

ありがとうございました。 

謹白 

ﾛｰﾀﾘｰ東日本大震災青少年支援連絡協議会 

 

 

田中  守 

・谷口さん 

 地区協議会お世話になりました。 

 

一口 茂樹 

・内山会長 

 昨日はありがとうございました。 

稲掛 英男 ・早退おわび 

 【ニコニコ箱】 小計 16,000円 今年度累計 1,223,000円 

 

内山 正元 

・前田様、 

 本日はよろしくお願いします。 

末永  寛 ・前田さんのお話を楽しみに。 

千田  適 ・すっかり、温かくなりました。 

児嶋 雄二 ・二週連続休会おわび 

 

吉田  修 

・５/８、５/１５の例会欠席します。 

 そして、本日、早退お詫びします。 

 

岸上 幸 

・急な欠席で迷惑かけました。 

 お詫び申し上げます。 

BOXへ 林  良訓 

 

 

森  正廣 

・恵那峡ハーフマラソンに３,５００人 

 つつじがいっぱいなのに寒かったで

 す。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 12,000円 今年度累計 491,000円 

 

森  正廣 

・前田めぐる様 

 本日はありがとうございます。 

田中  守 ・前田めぐる様のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 岸上 幸、千田  適 

 

万殿 慎二 

・前田さんのスピーチ楽しみにしてい 

 ます。 

 

吉田  修 

・自祝 

 うれしいことがありました。 

 

安田  勝 

・松尾さん 末永さん 

 お疲れさまでした。 



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～「私の職業奉仕」 
【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～ 

５月１５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」 

俵 越山先生（越前屋俵太氏） 

-イニシェーションスピーチ－「一度しか死ねません」 

｢日本経済の現状と展望」 

「代表取締役主夫でした・・・」 

「私の履歴書」 

「『火の用心』心のお礼」 

㈱キクオ書店 代表取締役社長 前田 司様 「紙を見直す」 

「利休の『見立て』とその利用」 

「日本でもグローバル会計人材の育成を」 

「ロータリーEクラブ 雑感」 

 

京都市右京消防署署長 佐竹 幹夫様 

クラブ・アッセンブリー ～次年度引継協議会～ 

会員 井上 和彦様 嶋谷 正様 時田  猛様 

会員 森下 久治様 

会員 山岡 義生様 

「未定」 

「両洋の融合を起点とする日本画」 

「新入会員スピーチ」 

「ある万葉びとの恋」 

「（仮）“これからの日本”私の思い」 

「超高齢社会日本-デンーマークに学ぶもの―」 京都大学名所教授 泉  孝英様 

関西学院大学 商学部 教授 平松 一夫様 

クラブデー 

「私の職業」 髙木 太郎会員 

「筆跡から分かる性格・行動傾向」 

「未定」 

梅山  猛会員 

大阪成蹊大学・短期大学名誉教授 

 日展会員 澤野 慎平様 

㈱ﾌﾙｺﾏ代表取締役社長 日本ﾛｰﾀﾘｰEｸﾗﾌﾞ2650 古川 正儀様  

㈱おたべ 顧問 酒井 英一様 

2014-15年度地区財団資金推進委員 

元佛教大学副学長 佛教大学名誉教授 吉田 富夫様 

㈱アルバス 取締役 高田 治樹様 

日本銀行 京都支店長 京都ＲＣ会員 鎌田 沢一郎様 

Ｓａｆｕ 代表 木本  努様 

【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 

５月９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 

５月１２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月１３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月１４日 

（水） 

ふれあい例会 

筆跡鑑定士 山上りるもさん 

 

「スマートフォンが変えるライフスタイルとその危険性」 

「孫文と現代中国」 

クラブ・デー 

和田・伊藤・明石・藤田・西野・久郷各会員 

シャープ㈱ 元副社長＆COO 桂  泰三様 

奈良大学文学部 教授 国際日本文化研究ｾﾝﾀｰ客員教授 上野 誠様 


