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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」 

201４.６.１９ No.1177 Vol.24-46 

RI会長 ロン Ｄ.バートン氏 

-Engage Rotary Change Lives- 
2013～14RIﾃｰﾏ 

「金比羅宮から 」 
撮影 山本 拓生会員 

-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１１７７回例会 ２０１４年６月１９日（木） Vol.２４－４７ 

プログラム 

１．三重中央RCとの合同例会参加の会員、ご家族

 の皆様お疲れさまでした。 

２．本日例会終了後、２５周年実行委員会が開催

 されます。 

３．次週、第６回クラブ協議会と次年度第１回ク

 ラブ協議会が行われます。例会終了時間が延長

 されますので、よろしくお願いします。 

４．６月２０日（金）市内RC連絡協議会 現次年度

 合同幹事会が開催され、一口、万殿、髙橋、

 山本各会員が出席いたします。 

５．６月２１日（土）「年度がわり会員懇親会」

 が日月庵において１８時半より行われます。 

６．６月２１日（土）2014-15年度デスカッション

 リーダー研修会が開催され、鎌野会員が出席さ

 れます。 

７．６月２１日（土）2014-15年度会員増強維持

 セミナーが開催され、千田、岸上各会員が出席さ 

 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 

  新入会員スピーチ 「自己紹介」 

    岸上 幸会員 

閉会点鐘  13：30 

◇例会臨時変更のお知らせ 

６月２４日（火）京都洛南ＲＣ 

６月２５日（水）京都西北ＲＣ 

６月２６日（木）京都洛東ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

６月２５日（水）京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません。 

「ＲＹＬＡ報告」 

 2013～14年度ＲＹＬＡ受講生 

 ㈱ジェイ・エス・ビー  青柳 清香様 

◇出席率報告◇  

『６月５日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２６名（３名）９６．３％ 

５月２２日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．８％ 

ご来客 １名  

『６月１２日』 三重中央RCとの合同例会 

会員数 ３１名（７名） 出席者 １２名（１名）４８．０％ 

５月２９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８５．７％ 

 ６・７月の行事予定  

◆地区内行事 
 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年度デｨスカッション・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 
 ７月１３日（日） 職業奉仕担当者研修会 
 TKPｶﾞー ﾃﾞﾝｼﾃｨ京都 13：00受付 13：30～ 

◆クラブ内行事  

 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 

 17時～ 阪急桂駅西口 

次回例会 ６月２６日（木） 

第６回クラブ協議会 

次年度第１回クラブ協議会 

  

 

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

会に参加された内山

会長と万殿会員 

 

 

 

会員誕生日お祝い 

 １０日 上山泰弘会員   

 ２０日 藤井敏二会員 

 ２５日 林 良訓会員 
 

創業記念日お祝い 

  １日 太田勝彦会員 太田建工㈱ 

  １日 髙橋英明会員  ㈱髙橋ビル 
   

６月おめでとうございます 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 【米山奨学会箱】小計 21,000円 今年度累計 576,000円 

BOXへ 鎌野 孝和、稲掛 英男、吉田  修 

藤井文治郎、松尾 義平、上原 従正 

上山 泰弘 

 

内山 正元 
・青柳様、ＲＹＬＡへのご参加 

 ご苦労さまでした。 

德田 正彦 ・春の家族会 林様お世話様でした。 

 

出射 靖生 

・久し振りの雨なのに雨量は少ない

 ですね。 

 【ニコニコ箱】 小計 41,000円 今年度累計 1,341,000円 

 

内山 正元 

・つゆ入りです。あじさいが 

 雨に映えますね。 

松尾 義平 ・梅雨入りです。カビに御注意。 

千田  適 ・暑くなりました。お体大切に！ 

德田 正彦 ・乾いた大地、恵みの雨少ないです。 

 

稲掛 英男 

・ＲＹＬＡの青柳さんのスピーチ

 楽しみに。 

吉田  修 ・青柳様 ごくろうさまです。 

藤井文治郎 ・青柳様 ＲＹＬＡ報告御苦労様です。 

一口 茂樹 ・青柳様 ライラお疲れ様でした。 

 

炉辺会合第3班 

・炉辺会合出席会員より  

 炉辺会合のおつりです。 

安田  勝 ・一口さん炉辺お世話になりま した。 

BOXへ 鎌野 孝和、岸上 幸、林  良訓 

上山 泰弘、児嶋 雄二 

 

万殿 慎二 

・末永さん  

 炉辺会合ありがとうございました。 

谷口 泰義 ・松尾さん台湾よろしくたのみます。 

 

 

森  正廣 

・坂井丸岡古城マラソンと丸岡温泉

 「たけくらべ」でゆったりと暑い日

 を楽しみました。 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 18,000円 今年度累計 560,000円 

一口 茂樹 ・炉辺会合 ありがとうごさいました。 

吉田  修 ・戦列復帰しました。 

 

万殿 慎二 

・青柳さんのスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

出射 靖生 ・青柳様のスピーチ楽しみに 

BOXへ 岸上 幸、上山 泰弘、千田  適 

松尾 義平、藤井文治郎、末永  寛 

鎌野 孝和 

 【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 7,000円 今年度累計 204,000円 

 

出射 靖生 

・本日は６月５日、環境の日です。 

 環境保全に努めましょう。 

BOXへ 鎌野 孝和、千田  適、吉田  修 

 

森  正廣 

・青柳さん 

 ＲＹＬＡごくろうさんでした。 

 

山本 拓生 

・末永さん 

 炉辺ありがとうございました。 

 

松尾 義平 

・来週は合同例会です。 

 元気で行きましょう。 

2013-14年度 第４回炉辺会合第１班報告 
 

５月３１日（土）烏丸五条の（きぬがわ）におい
て開催されました。  
鱧しゃぶを食べながら２５周年記念事業の話やゴ
ルフの話など大変盛り上がりました。 
 
出席者：安田、 谷口、徳田、鎌野、上山、中川 
 高橋、王会員、太田、一口各会員、10名 

2013-14年度 第４回炉辺会合第２班報告 
 
 

「創立２５周年の事業について」のテーマで５月２
４日糸屋ホテルの和食処「まゆ」で開催しました。 
 ちょうどこのテーマに対しての千田次年度会長、
２５周年実行委員長森さんの出席があり、事業内容
の説明をいただき有意義な炉辺会合となりました。
お酒が進むとともに日頃の例会のあわただしさと違
う話題が中心となり、家族のこと、年とともに体の
無理が出来なくなった、株式の一口の重み、弁護士
の仕事、スマホ等に人はあやつられている紙に印刷
された書物を読んだ方がしっくりいく、電子本が使
いづらい、経済隣国関係等、話ははずみとまるとこ
ろを知らず、アッという間の２時間でした。 
 
出席ﾒﾝﾊﾞｰ：児嶋、森、瀬田、千田、岸上、 
   藤井(文)各会員 
欠席ﾒﾝﾊﾞｰ：吉田、出射、大森、近藤、山田各会員 
 
 
2013-14年度 第４回炉辺会合第３班報告 
 

メンバー： 上原、松尾、田中、稲掛、内田、万殿 
 山本、末永の各会員 
 
 メンバーが西京区内の会員が多かったので、上桂
の小料理屋「亀枝」で５月３１日開催しました。 
 今回のテーマが「創立２５周年の事業について」
ということで、皆様から多数の提案があった中で、 
２０周年時のＪＲ桂川駅前に設置した、近辺の案内
板のような地域に残る事業が良いのではという意見
が多かった。 
 また、元会員の松村君にも、元気にされているの
で、声をかけたのですが遠慮させていただきたいと
いう事で参加してもらえませんでした。 

文責：末永 



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 

「退任挨拶」 
【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２６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】 

＜ごくろうさん例会の為、例会変更＞ 

＊ビジター受付はありません 

「ロータリーにNOは無い？」 

～理事・役員退任挨拶～ 

「理事・役員退任挨拶」 

「祇園祭をごみゼロに！」 

「自己紹介と私の生まれ育った大原野」 

副会長・理事 「一年を振り返って Ⅰ」 

「退任挨拶」夜間例会 

「退任挨拶」 

「最終例会を迎えて」 

 

会員 豊嶋 一俊様 

会長 杉﨑 則夫様 副会長 渡辺 剛士様 幹事 坂田 均様 

理事・役員 

＊ビジター受付はありません 

会員 山科 隆雄様 

「３つの余裕と会社経営」 

「退任の挨拶」例会時間変更 

「退任挨拶」 

-理事・役員 退任挨拶（Ⅰ）- 

「夜間最終例会の為、臨時変更」 

「『一隅を照らす』と『布施』」  会員 柏原 康夫様 

SAA 木下 公一様 副会長 中野 秀紀様、天野 亮様、 

幹事 木下 博史様 会長 中村 恵行様 

「退任挨拶」 

会員スピーチ 千  宗守会員 

「退任挨拶」 

「退任の挨拶」 

特定非営利活動法人 地域環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 ecotone 

祇園祭ごみｾﾞﾛ大作戦実行委員会 太田 航平様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

会長 井澤  豊様 幹事 越川 哲也様 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

㈱東亞セイコー 社長 齋藤 真也様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

2013-2014年度理事・役員 

 

【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20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23日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

６月24日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

６月25日 

（水） 

役員理事退任挨拶 

会長、副会長、幹事、会計、会場監督、クラブ研修リーダー 

 

「やれやれ会」 

「第６回クラブ協議会 次年度のために」 

-最終例会-「退任挨拶」 

小林 久雄会長、伊藤義浩副会長、岩村眞樹雄幹事 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 


