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例会日  木曜日  12：30～13：30   例会場  京都センチュリーホテル 

2013～2014 

W E E K L Y  
B U L L E T I N 

「今、ポジティブに」 

201４.５.２９ No.1174 Vol.24-44 

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」 

「春の家族会－沖島－」 

撮影 山本 拓生会員 



 第１１７４回例会 ２０１４年５月２９日（木） Vol.２４－４４ 

プログラム 

１．５月２５日（土）春の家族会が開催されまし

 た。出席の皆様ありがとうございました。 

２．次週例会終了後、現次年度理事役員会を開

 催いたします。関係各位のご出席をお願いいた

 します。 

３．６月２１日（土）年度がわり会員懇親会を開

 催いたします。ご参加お願いいたします。 

小田 玲子（おだ れいこ）様 
 

 昭和２８年高知県四万十町に生まれる。 

 神戸市在住。神職。 

 俳句結社「百鳥」主要同人。 

 俳人協会会員。 

 よみうり神戸カルチャー教室講師etc 

 句集「表の木」 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「鐘の鳴る丘」 

  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 

  「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 

閉会点鐘  13：30 

「年度がわり会員懇親会」のお知らせ 

 

日時： ２０１４年６月２１日（土）１８時半～ 
 

場所： 日月庵  

  東山区清水坂二丁目232 ℡：561-0077 
 

会費： １０，０００円 

 

＊例会場に 

 おいて出欠 

 をとって 

 おります。 

 多数の参加 

 お願いしま 

 す。 

 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  

 ６月１２日（木） 三重中央RCとの合同例会 

 例会場所臨時変更 

 ６月１２～１５日 三重中央RCとの合同例会 

 ６月２１日（土） 年度がわり会員親睦会 

 日月庵 18：30～ 

 ７月 １日（火） 「社会を明るくする運動」啓発活動 

  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 

千
田
会
員 

森
会
員 

鎌
野
会
員 

末
永
会
員 

今日の歌「鐘の鳴る丘」 
 

  作詞：菊田一夫、作曲：古関裕而、唄：川田正子 

緑の丘の赤い屋根 

とんがり帽子の時計台 

鐘が鳴ります キンコンカン 

メーメー小山羊（こやぎ）も啼（な）いてます 

風がそよそよ丘の上 

黄色いお窓はおいらの家よ 

 ６・７月の行事予定  

◆地区内行事 
 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 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月２２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％ 

５月８日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．３％ 

ご来客 ０名  

次回例会 ６月５日（木） 

「ＲＹＬＡ報告」 

 2013～14年度ＲＹＬＡ受講生 

 ㈱ジェイ・エス・ビー  青柳 清香様 

 

札幌真駒内ロータリークラブ４０周年記念事業訪問 
 

  

友好クラブ設立時にご尽力をいただいたＪＳＢ北海道支社長の中川氏が会長を

され、設立時会長の齋藤氏が実行委員長の記念事業に桂川ＲＣの総力ともい

えるたくさんのメンバーのご参加をいただきましてありがとうございました。 

 記念ゴルフでは、台湾の２クラブと真駒内メンバーそして最強の中川プロを抑

えて、児嶋友好委員長が見事に優勝されました。 

 札幌オリンピック記念公園での植樹は、北海道庁の方針に従い八重桜の植

樹を台湾のメンバーたちと共に、散歩道わきに植樹しました。 

 白樺の巨木のそばで成長すれば素晴しい景色でしょう。 

 その後「藻岩山」に登り、森さん・児嶋さんたちと、当クラブに講演にも来て頂

いた丸山氏とともに、おいしいスープカレーを

頂きました。 

 記念事業には、台湾３ＲＣ・桂川ＲＣ・地区メン

バーなど１００名を超えるゲストの中開催されま

した。２２名ほどのメン

バーで大変なパワーだな

と感心した次第です。 
 

  友好クラブ副委員長 

 林  良訓 

一口 茂樹 ・いい天気ですね。 

 

 

森  正廣 

・奥ビワコ旧西浅井村。 

 静かで展望の良い宿「つづらお」

 竹生島が近い。 

 【ニコニコ箱】 小計 16,000円 今年度累計 1,281,000円 

 

内山 正元 

・森林浴にもってこいの季節となりま

 した。 

出射 靖生 ・総会でいそがしい毎日です。 

BOXへ 林  良訓、千田  適、末永  寛 

稲掛 英男、岸上 幸 

中川 俊夫 ・世界に平和を！！ 

 【米山奨学会箱】小計 4,000円 今年度累計 549,000円 

 

内山 正元 

・次の日曜日、マリーナ雄琴でお会い

 しましょう。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 7,000円 今年度累計 523,000円 

森  正廣 ・映画「wood job」林業のおはなし。 

 

万殿 慎二 

・春の家族会 

 参加の皆様よろしくお願いします。 

BOXへ 一口 茂樹、稲掛 英男、末永  寛 

千田  適、岸上 幸 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 4,000円 今年度累計 194,000円 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

谷口 泰義 ・訪台楽しみにしています。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円 今年度累計 38,000円 

出射 靖生 ・ポリオが又、多発している様です。 

 

BOXへ 千田  適 

 

 

出射 靖生 

・大飯原発問題 

 裁判長判断はすばらしいものでした

 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 

～ロータリー親睦活動月間に因んで～「親睦月間に因んで」 
【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～ 

６月５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】 

「水と共に生きる」‐水共生プランの策定と推進－ 

フルート 石坂 美佳さん ピアノ 仲本和香奈さん 

「物理学者の健康法－人間と地球と－」 

｢３Dプリンター基礎と市場傾向」 

「RYLAを受講して」 

「創立４５周年記念に向けて」 

「頑張れニッポン男児」 

祇園祭山鉾連合会理事 大嶋 博規様 「祇園祭山鉾巡行をめぐる課題と展望」 

「グレースコンサート」 

「未定」 

～Ｆ＆Ｆデイ～「英語落語」 

唐紙師 トト アキヒコ様 

医療法人財団足立病院院長 畑山  博様 

 

2013-14年度RYLA受講生 ｱｰﾊﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱ 坂本 芳章様 

京都市建設局土木管理部河川整備課長 

石塚  憲様 

会員 長谷川 晃様 

「次年度の地区の寄付目標等について」 

「食の大切さ～豊かな食で健康な体～」 

「2013-2014年度 RYLAに参加して」 

「取材記事と広告記事」～雑誌作りの現場から～ 

「故・大嶋嘉正会員追悼例会」 

－新会員スピーチ－「私と年金記録の話」 徳光 耕嗣様 

上西 阿沙会員 

「３９０年生きた唐紙の今」 

「職業奉仕会員スピーチ」 中川  淳会員 

「産官学イノベーション」 

「日本文化はこれからどうなる？～ビジネスの側面から～」 

創立４５周年記念事業実行委員会  

フードコーディネーター 

食育メニュープランナー 石井 登子様 

笑笑亭英語落語クラブ会員  笑笑亭みぃ那さん 

合同会社SARR（ｻｰﾙ）  

代表執行社員 松田 一敬様 

2014-15年度地区財団資金推進委員 鈴木 治一様 

＊ビジター受付はありません 

理事・役員 

㈱ムトーエンジニアリング事業統括室営業サポート担当  

金子 俊一様 

京都大学 大学院 ナガウ ハイリアング君 

【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３０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 

６月２日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月３日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月４日 

（水） 

「七代目が語る 二宮金次郎」 

株式会社 ケイルック 代表取締役 本田 欣也様 

 親子をつなぐ学びのｽﾍﾟｰｽ ﾘﾚｲﾄ代表  

国際二宮尊徳思想学会 常務理事 中桐万里子様 

「退任挨拶」 

「第１７回京都紫竹ロータリークラブ杯パットゴルフ大会」 

クラブ・デー 

 

林   甫様、田中  良昌様、田平 義昭様、山仲 修矢様 

㈱union.a代表取締役 

「ﾊﾝｹｲ500ｍ」編集長 円城 新子様 


