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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」 

「夏間近！」 

撮影 山本 拓生会員 

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１１７３回例会 ２０１４年５月２２日（木） Vol.２４－４３ 

プログラム 

１．５月２５日（日）春の家族会がマリーナ雄琴

 にて開催されます。出欠は本日中にお知らせ

 下さい。 

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応援歌」 

 今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

  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９回クラブ討論会 

 「地区研修・協議会報告」 

 会長エレクト   千田  適会員 

 「創立２５周年記念行事について」 

 ２５周年実行委員長 森   正廣会員 

 ２５周年副実行委員長 末永   寛会員 

    鎌野 孝和会員 

閉会点鐘  13：30 

◇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３０日（金）京都紫竹ＲＣ   

 ビジター受付はありません。 

 

体や環境に良い商品、知ってもらいたい 

夫の遺志継ぎ木材販売 

 

 社長だった亡き夫、 

泰一さんの後を継いで４

年半が過ぎた。木材加工

職人ら社員４名を率いる。

「７０歳を超えたが、社長と

してまだ新人。日々、学ぶ

ことが多い。木が好きだっ

た主人の思いを広めた

い」と意気込む。 

 泰一さんは病気の発覚

から３ヶ月で亡くなった。

博子さんは経理をしていた。後継ぎを相談する間もなかっ

たが「主人は自分の時間を犠牲にするほど木にのめり込

んでいた。その思いを引き継ごう」と迷いなく社長を引き受

けた。 

 会社は約３５０年前の創業。製材業では京都市内最古と

され、泰一さんは１９代目。 

 府内産のスギやヒノキなどを販売してきたが、安い外国

産木材に押され、一時は１５人ほどいた社員を減少した。 

 現在は府内産木材の販売のほか、学校や官公庁で使わ

れる木製のイスや机の製造を請け負う。雷から避難するた

めゴルフ場に設置される木の小屋も建設する。培ってきた

信用を崩さないよう、きっちりとした仕事を心がけている。 

 泰一さんは研究熱心で、よく木の話をしてくれたという。

半分寝ながら聞くこともあったが、「間伐材の活用も昔から

主張していた。時代の先をいっていた」と振り返る。泰一さ

んは木目を浮かび上がらせる「うづくり」加工を施して傷が

つきにくくしたスギの床材を開発した。近く床材をＰＲする

モデルルームを京都市下京区に開設する予定だ。 

 製材業界は男性が多いが、「自分の思いを実現するに

は気持ちを熱く、一生懸命になること」と苦労をいとわな

い。少人数をカバーするため社員には「一人一人が経営

者のつもりで」と自立を促す。家族の食事の準備も「無理

せず適当に」と要領よくこなす。 

 「体にも環境にも良い木の商品を広く知ってもらう活動を

続けたい。この年齢で仕事ができ、『あの人ができるなら私

も』と少しでもほかの女性を勇気づけられれば」と話した。 
 

2014.5.4京都新聞より抜粋 

「台風１８号 

（平成25年9月16日）の

被害概要等について」 
 

 西京消防署警防課長 

    

河合 正三様 
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会員誕生日お祝い 

 ２５日 児嶋雄二会員  ２９日 鎌野孝和会員 

 ２９日 内山正元会員 
 

結婚記念日お祝い 

  ４日 内山正元会員   ８日 万殿慎二会員 

 １０日 藤井文治郎会員  ２８日 千田 適会員 

 

創業記念日お祝い 

 １０日 児嶋雄二会員  ㈱京写 

 １８日 王  杲会員 ㈱長城 

 ２３日 近藤永太郎会員 川西幼稚園 
  

５月おめでとうございます 

 

元京都桂川RC会員夫人の記事紹介 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月１５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２２名（３名）８１．４％ 

ご来客 ３名  

次回例会 ５月２９日（木） 

「四万十川の思い出」 

  俳人協会会員 

  よみうり神戸カルチャー教室講師 

    小田 玲子様 

 

三重中央RCとの「合同例会＆親睦旅行」 
 

 日 程： ６月１２日（木）～１５日（日）３泊４日 

 ６月１２日（木）～１３日（金）１泊２日 
 

合同例会：１２日(木）１８：００～ 

     三重区 天台６Ｆ レストラン 

 

親睦旅行：１３日（金）～１５日（日） 

     金門島方面  
 

参加者：３泊４日・・松尾、森、谷口、德田、 

   安田の各会員、森会員ご子息 

   中川夫妻、内山夫妻、王夫妻 

 １泊２日 一口、万殿、髙橋、内田、山本の 

   各会員      

     以上、１７名 

 ５・６月の行事予定  

◆地区内行事 
 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１０日（火） 第64回“社会を明るくする運動” 
 西京推進委員会結成式並びに運動展開 
 の協議会開催 ﾎﾃﾙ京都ｴﾐﾅｰｽ 
 13：00受付 13：30～15：30 
 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  
 ６月２１日（土） 2014-15年度デスカッション・リーダー研修会 
 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ 13：00～17：00 
 ６月２１日（土） 会員増強維持セミナー 12：00受付 
 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ  13：00～16：00 

◆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日（木） 三重中央RCとの合同例会 

 例会場所臨時変更 

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 

 

 

王   杲 

・北海道の旅は最後まで観光して、

 食べて楽しかったです。 

 

万殿 慎二 

・北海道参加の皆様 

 ありがとうございました。 

 【ニコニコ箱】 小計 17,000円 今年度累計 1,265,000円 

内山 正元 ・本日、葵祭りです。 

 

稲掛 英男 

・西京消防署の河合様のスピーチ 

 楽しみに。 

末永  寛 ・河合課長のお話を楽しみに 

BOXへ 林  良訓、岸上 幸 

 

森  正廣 

・弊社、綾部営業所開設、２５周年を

 迎えることができました。 

一口 茂樹 ・北海道行けなくてすみません 

 

藤井文治郎 

・初めてのほろにが会 

 楽しかったです。 

 【米山奨学会箱】小計 2,000円 今年度累計 545,000円 

BOXへ 稲掛 英男 

 

 

王   杲 

・松尾先生、安田先生、瀬田先生 

 北海道の旅、最高のご案内していた

 だきました。有難う御座いました。 

出射 靖生 ・北海道は晴天に恵まれました。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計 37,000円 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 15,000円 今年度累計 516,000円 

 

内山 正元 

・札幌訪問会員の皆様、ご苦労さま、 

 ありがとうございました。 

 

林  良訓 

・真駒内御参加頂きましたメンバー

 御苦労様でした。 

 

末永  寛 

・上原さん北海道ではお世話になりま

 した。 

上原 従正 ・積丹半島を楽しんできました。 

安田  勝 ・世界の平和と安定を願って 

出射 靖生 ・河合正三様のスピーチ楽しみに 

BOXへ 一口 茂樹、万殿 慎二 

 

谷口 泰義 

・万殿、太田、王、藤井文各会員さん 

 ほろにが会出席ごくろうさんでした。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 1,000円 今年度累計 190,000円 

 

森  正廣 

・西京少年少女消防クラブの発展を 

 願って 



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２９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】 

「新入会員スピーチ」 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

－クラブ創立記念スピーチ－「奥忠さんを偲びながら」 

｢コクヨ梅田ライフオフィスで目指したワークスタイル」 

「㈱きしょう『創立30周年記念並びに会長退任記念祝賀会』を終えて」 

「変動帯に生きる」 

「クラブ奉仕の理論と実践」 

㈱不二家商事 代表取締役 京都西ＲＣ会員  

公益財団法人 日本ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟理事 馬場 益弘様 「外洋ヨットレース」‐いつものように‐ 

休会 

－新会員スピーチ－ 

「地区研修・協議会報告」 

㈱ミライオ代表取締役 

 垣内 俊哉様 

RI第2650地区パストガバナー 京都東RC会員 橋本 長平様 

 

㈱コンセプト 代表取締役 榎木 定文様 

深澤 照生様 

会員 木下  収様 

「日本とトルコのあれこれ」 

「私が料理を志したきっかけ～その時々の人との出会い～」 

「快適な資産活用とコインパーキング」 

「老舗経営 理念と事業継承について」 

～新入会員スピーチ～「自己紹介」 櫻田 憲司様 

－新会員スピーチ－「無鍚事情」稲田 道雄様 「もてなしの極み－碧雲壮－」尾山 英樹様 

蓑内 隆弘会員 杉岡 孝司会員 畑 尚樹会員 

「バリアバリューから社会を変える～高さ106㎝からの挑戦～」 

「ＲＡＣ活動報告」  

「私と防衛」 

～友愛例会～ 

京都造形芸術大学 学長 尾池 和夫様 

ご清遊の宿 らんざん  

料理長 泉  勝之様 

伊東会長エレクト他参加会員 

 

トルコ文化観光会 会長 ジェム・シャーカール様 

京都花鳥館 理事長 安城 鉄寿様 

 

ｺｸﾖﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ﾌｨﾆﾁｬｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企画部 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 日紫 喜友一様 

谷口 多喜雄会員 

【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 

５月２３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２６日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月２７日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月２８日 

（水） 

「発送電分離（電力自由化）について」 

㈱冨田屋 代表取締役 京都府防衛協会 理事 京都さくらＲＣ 田中峰子さん 

 元 関西電力京都支店長 

チャーチル会京都幹事長 木津谷 文吾様 

「スーパーサーズデー」 

「京都花鳥館について」 

クラブ・アッセンブリー 

岩佐・野々村・田中（良）・清水・喜多見・石松各会員 

「私と中国人の日本留学」吉永 英代様 

㈱イシダ 代表取締役社長 石田 隆英様 


