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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」 

201４.６.５ No.1175 Vol.24-45 

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１１７５回例会 ２０１４年６月５日（木） Vol.２４－４５ 

プログラム 

１．本日例会終了後、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。 

２．次週の例会は三重中央RCとの合同例会開催の

 ため、例会場所を臨時変更いたします。 

 センチュリーホテルでの例会はありません。 

２．６月８日（日）2014-15年度IAC会長・幹事

 研修会が福井県において開催され、山本新世代

 委員長が出席されます。 

３．６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が京都

 エミナースにおいて開催され、内山会長が出席さ

 れます。 

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 

「ＲＹＬＡ報告」 

 2013～14年度ＲＹＬＡ受講生 

 ㈱ジェイ・エス・ビー  青柳 清香様 

閉会点鐘  13：30 

◇新クラブに関するお知らせ 

RIより新クラブの加盟が認証されました。 
 

やまとまほろばロータリークラブ 

スポンサークラブ： 橿原ＲＣ・奈良ＲＣ 

会長： 澤西 正様  幹事： 大浦 宏之様 

【加盟承認日】 2014年5月8日 

【創立会員数】 32名 

【例 会情報 】 毎週木曜日 12時30分～13時30分 

〒633-0091 奈良県桜井市桜井194-2  

    駅前グリーンビル3F 大和信用金庫駅前別館 

【事 務 局 】 〒633-0091奈良県桜井市桜井194-2 

 駅前グリーンビル502号室 

TEL： 0744-47-2158 FAX： 0744-47-3640 

Eメール： club@mahoroba.nara.jp 
 

◇例会臨時変更のお知らせ 

６月１７日（火）京都東山ＲＣ 

６月２５日（水）京都西北ＲＣ 

６月２６日（木）京都洛東ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

５月会員誕生日のお祝い 

鎌野会員と会長 

おめでとうございます 

 

岸上 幸 

・日曜日の家族会、久々の嫁孝行が

 出来良かったです。 

 

万殿 慎二 

・春の家族会では 林さんたいへん

 お世話になりました。 

 【ニコニコ箱】 小計 19,000円 今年度累計 1,300,000円 

 

内山 正元 

・林さん、万殿さん 

 家族会ではお世話になりました。 

一口 茂樹 ・春の家族会お疲れ様でした。 

BOXへ 末永  寛 

稲掛 英男 ・小田玲子様のスピーチ楽しみに 

田中  守 ・小田玲子さまのスピーチ楽しみです 

出射 靖生 ・暑くなりました。 

太田 勝彦 ・早退スイマセン！ 

児嶋 雄二 ・久しぶりの自クラブ出席おわび！ 

 

 

森  正廣 

・四条通の歩道が２倍の広さになりま

 す。車道は１車線に減少 

 いっそ歩行者天国にしたら！ 

鎌野 孝和 ・７６歳自祝 

 

吉田  修 

・みなさん久しぶりです。 

 ご心配をおかけしました。 

「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 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 19,000円 今年度累計 542,000円 

 

内山 正元 

・早や、ビワをいただきました。 

 梅雨が近いのですね。 

出射 靖生 ・小田様のスピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・小田様のスピーチ楽しみにしていま

 す。 

 

吉田  修 

・また、例会に参ります。 

 よろしくお願いします。 

 

「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 

mailto:club@mahoroba.nara.jp


 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月２９日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２４名（３名）８５．７％ 

５月１５日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９２．５％ 

ご来客 １名  

次回例会 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 
 

 

たいへんよい天気のなか、クルージングとバーベキューを楽しみました。 
 

クルージングでは、岸上会員のヨットと児嶋会員のボートをお借りし操船体験や 

沖島での買物などを楽しみました。 

バーベキューは、林会員から新鮮な魚介類、お肉を  

ご用意頂き、お腹がはちきれてしまうほど美味しくいた

だきました。 
 

皆様のおかげで大変

有意義な時間を過ご

す事ができました。

参加の皆様、ご協力

ありがとうございま

した。 
 

参加者は会員１５

名、ご夫人９名、子

供２名、松本先生の

総勢２７名でした。 
 

   親睦委員長  

     万殿慎二 

 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 
 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日（木） 三重中央RCとの合同例会 

 ６月１３日（金）～三重中央RCとの懇親旅行 

 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 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計 38,000円 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 3,000円 今年度累計 197,000円 

太田 勝彦 ・ビワコありがとうございます。 

BOXへ 田中  守、吉田  修 

 【米山奨学会箱】小計 6,000円 今年度累計 555,000円 

BOXへ 田中  守 

 

森  正廣 

・小田玲子様 

 本日はありがとうございます。 

 

谷口 泰義 

・森さんウッドジョブの映画感動しま

 した。 

 

鎌野 孝和 

・吉田さん 

 カムバックおめでとうございます。 

吉田  修 ・もう、古稀を迎えましたので、無理を

 しないで、スローダウンで参ります。 

BOXへ 鎌野 孝和、岸上 幸、田中  守 

 

山本 拓生 

・林さん家族例会 

 お世話になりました。 

安田  勝 ・家族会欠席おわび 

 

 

稲掛 英男 

・先日の家族会 雄琴マリーナでは

 王さんをはじめ、皆様お世話になり

 ありがとうございました。 

 

一口 茂樹 

・林さん、万殿さん 

 お世話になりました。 

 

上原 従正 

・びわ湖での家族会では林会員 

 万殿委員長お世話になりました。 

 



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 

～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１２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】 

「クラブ・デー」 

５大奉仕委員長 

「私の仕事：水周りのこと」 

｢フリクション開発秘話」 

「地区のロータリー青少年指導者養成プログラムについて」 

第６回アセンブリー 年次活動報告 次年度申送り 

「消費者をめぐる最近の課題」 

ﾋﾟｱﾉ 高橋 宏幸様 ｿﾌﾟﾗﾉ 山本 哲子様 ﾁｪﾛ 辻 寛子様 音楽例会「午後のひととき」 

「退任挨拶」 

「発明王 ドクター中松の行き方」 

「RYLAに参加して」 

 

京都府民生活部消費生活安全ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 奥村  功様 

 

 

 

会員 影近 義之様 

「IPS細胞の基礎知識と可能性、研究所運営の課題」 

「今話題のＮＩＳＡ（ﾆｰｻ）について」 

「クラブデー」 

-RYLA報告- 

「理事・役員 退任挨拶」 

「『一隅を照らす』をめぐって」 妙法院門跡門主 会員 菅原 信海様 

ドクター中松様 

「故 田村昌三名誉会員追悼例会」 クラブデー 

「博物館の展覧会をめぐる経済的事情」 京都文化博物館学芸課 学芸課長 畑  智子様 

「農業の六次産業化への参入」 

「仏教を身近に～新しい視点から～」 

各委員会 委員長 

大和証券㈱京都支店 ｸﾗｲｱﾝﾄｻﾎﾟｰﾄ部長 各務 訓正様 

2013-14年度RYLA受講生 ㈱京家建設 宇都宮 翔様 

笠置寺 住職 小林 慶昭様 

京都大学IPS細胞研究所  

国際広報室 渡辺 文隆様 

京遊亭三木治様 

会長、副会長、会長エレクト、幹事 

㈱パイロットコーポレーション湘南開発センター 

名古屋分室インキ開発グループ部長 千賀  邦行様 

吉川 裕丈会員 

【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 

６月６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９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月１０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月１１日 

（水） 

ふれあい例会 

根圏活力農法研究所 所長 北ノ坊純一様 

 

「退任挨拶」 

「落語と私」 

「日本画家 南 正文先生を偲んで」 

 

理事、役員 

2013-14年度RYLA受講生 日本リグランド㈱勤務 西田 圭太様 


