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2013～2014 

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

「今、ポジティブに」 

201４.６.２６ No.1178 Vol.24-48 

RI会長 ロン Ｄ.バートン氏 

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

「善峯寺の紫陽花 」 
撮影 谷川 幸蔵氏   

-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１１７８回例会 ２０１４年６月２６日（木） Vol.２４－４８ 

プログラム 

１．次週例会終了後、２０１４～１５年度７月度  

 理事役員会が開催されます。 

２．７月１日（火）「社会を明るくする運動」啓発

 活動が行われます。詳細は本日の週報に掲載して

 おります。ご参加よろしくお願い致します。 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「かたつむり」 

  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 

  第６回クラブ協議会 

閉会点鐘  13：30 

  次年度第１回クラブ協議会 

◇例会臨時変更のお知らせ 

７月２４日（木）京都西山ＲＣ 

７月２５日（金）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ 

７月３１日（木）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ  

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 

 
退任ご挨拶 

 

京都桂川ロータリークラブ 

会長 内山 正元 

 

６月末日をもって、無事に会長の職務を退任いた 

します。会員並びにご家族の皆様および事務局の 

ご協力のもと、1年間を全うできますことに、 

衷心よりお礼申しあげます。 

あっという間の1年間と言いたいところですが、 

そうではありませんでした。２０１３年中に  

自クラブ記念例会、三重中央ＲＣ記念例会出席の

ための訪台、ガバナー公式訪問を終えました。 

年が明ければ、地区大会と川クラブの行事、親睦

行事に加え、５月に札幌真駒内ＲＣ４０周年行事

に参加し、更に６月１２日には合同例会が三重中

央ＲＣ例会場で開催されるので、再度訪台した次

第です。 

最後まで盛り沢山の年度になり、充実した一年と 

いったところでしょうか。 

うれしいこともありました。太田様、王様、岸上 

様を新たに会員として迎えられたことです。推薦 

していただいた会員に対して心から感謝いたしま 

す。 

会長職を一年間務めて、私達のクラブが全員の協 

力のもとに成り立っており、一つの行事を実行す 

るのも多数の会員の力が必要であることを再認識 

しました。一口幹事には、十分の力を発揮してい 

ただきました。お礼の言葉が見つからないほど 

感謝しています。 

この一年間のクラブにおける活動が、京都桂川 

ロータリークラブ２５周年の助走の年度になるよ

うに努力してきたつもりですが、いかがでしたで

しょうか。２５周年を迎える自クラブのために、 

次年度以降は一会員として努力することを誓い退

任の挨拶とさせていただきます。 
フィリピン台風被害復興救援金の使途について 

(ご報告) 

昨秋のフィリピンにおける台風被害の際に、地区内 

各クラブよりご寄付いただきました復興救援金

(4,882,574円) の使途につきまして、ご報告が遅くな

りお詫び申し上げます。 

当地区国際奉仕委員会と現地RI第3860地区タク

ロバンロータリークラブとの間で具体的な復興支

援について幾度も協議を行い、その結果下記の 

通りの支援を行うこととしました。 
 

一. 被害に遭った学校の修復支援… 240万円  

 学校のほとんどの校舎の屋根が吹き飛ばされているため、そ

 の修復費用。工事開始時に半額の 120万円を送金(6月 10

 日に送金手続き済)、完成時に残額 120万円を送金すること  

 とする。 
 

一. デング熱に対する医療支援… 2,482,574円 

蚊を媒介としたデング熱が流行しているので、そのための医

療支援費用(殺虫剤・蚊帳・デング熱の元となる水に関する教

育資料) 

ＩＭのインフォメーションに来

られた 京都紫野ＲＣ室様、 

伴戸様 

Ｒ財団、大口寄付（１万ドル）

に認証された田中会員と会長 

でんでん むしむし かたつむり 

お前のあたまは どこにある  

つの出せ やり出せ あたま出せ 

「
か
た
つ
む
り
」 

今
日
の
歌 
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   合同例会＆親睦旅行報告   

９月１２日〔木〕三重中央ＲＣ主催の合同例会に内山会長以下

１５名が参加して参りました。１０名が３泊４日、金門島観光

の全日程、５名が１泊２日九分観光に分かれての参加でした。 

●合同例会 

三重区天台６Ｆにて５時半開会、両会長挨拶の後、不肖私が

「アラスカツアー」の演題でのスピーチを仰せ付けられ、王さ

んの到着が間に合わず、急遽ＰＰ林久雄さんの通訳で、映像を

交え３０分冷や汗のスピーチでした。 

たまたま、李会長の結婚４８周年ということで、立派なケーキが用意されるサプライズ。例によっ

て乾杯と、写真撮影の嵐、万殿君ダウン寸前。明朝早いということで，９時終宴やれやれでした。 

９月１３日・・帰国組５名は、三重中央差し回しの小型 

バスで、タイペイ郊外の古い街、

九分観光へ、王さん、アルファー

のお嬢さんカレンが案内してくれ

ました。なおこの組は到着早々、

タイペイで超有名なふかひれ専門

店で昼食を楽しんだそうです。う

らやましいですね。基隆の海鮮料              

     理、いかがでした？  

全日程組１０名・・４５名の三重メンバーとともにタイペイ松山空港より金門に向け出発、１時間

のフライトで金門島到着。 

２台のバスに分乗、島内観光へ。島の面積は小豆島くらいで、１５の島からなり人口は現在５万

人、軍人が２千人とのこと。１９４９年～１９９２年間は臨戦態勢にあり、１時期猛烈な砲撃戦が

展開されたところで、これが解除された後、観光を柱とする政策が取り行われた。 

従って、大半が戦跡ですが、その規模の大きさに驚き、花崗岩の硬い岩山を縦横無尽に掘削し要塞

化されていた。多いときには２０万の兵士が派遣されたそうである。 

国際奉仕委員長 

松尾 義平 

 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 

３．年間行事予定に関する件 

４．会長テーマ並びに会長所信とクラブ運営について

５．次年度例会運営について（会場設営） 

６．第一例会の手順 

７．表敬訪問について 

８．京都西南ＲＣとの合同例会について 

９．次年度前期会費に関する件 

１０．次年度会計予算について 

１１．第１回ｸﾗﾌﾞ討論会（ｸﾗﾌﾞ管理運営）について 

１２．週報について 

１３．ホームページの更新について 

１４．現年度会長・幹事への記念品贈呈に関する件 

１５．インターアクト夏季研修について 

１６．ビジターフィーについて 

１７．その他 

日 時  2014 年 6 月 5 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、千田、一口、髙橋、吉田、 

  末永、万殿、上原、中川、松尾、 

  山本の各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．次年度への引継ぎについて 

４．決算総会における会計監査選任について 

５．藤井敏二会員の退会について 

６．その他 

日 時  2014 年 6 月 5 日(木)14:15 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、中川、稲掛、内山、万殿、内田、 

  児嶋、末永、髙橋、上原、山本、松尾、 

  一口、森の各会員、 
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一方では、高粱が多く栽培されるところから、３８度～５８度、無色透明の

白酒、高粱酒が製造され有名であり、従って宴会の乾杯はこの強い酒の一気

飲み、中川さんが攻撃目標、来てくれてよかった。 

今回の旅行では前三重市長のドラゴンさんが同道され、多大な接待をうけ、

その影響力か、県庁訪問、県長（県知事）主催の晩餐会に招かれ、歓待を受けた。 

当日、金門ロータリークラブのメンバーも招待されており、真駒内ＲＣ関連の話で盛り上がった。  

ちなみに現会長は我々の宿泊ホテルの女性オーナーで日本語ぺらぺら、（縁は異なもの味なもの）

この諺を大切にしたい。 

１５日・・飛行機の都合で、三重のメンバーは夕刻の飛行機、我々はPP李さんの付き添いで帰国の

途へ。全員元気で帰国しました。 

お世話になった、李会長をはじめ、三重中央RC の皆様、金

門県長、幹部の皆様、李乾龍市長（ドラゴン）様に心より 

感謝、参加メンバーの皆様、ご苦労様でした。ご協力に感謝

いたします。 

 参加者・・内山会長、夫人 安田初代会長 谷口 徳田     

      森、子息 中川、夫人、松尾以上、全日程 

           

   高橋 内田 一口 山本 万殿以上、合同例会 

 

 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

 【米山奨学会箱】小計 8,000円 今年度累計 584,000円 

BOXへ 岸上 幸、千田  適、稲掛 英男 

吉田  修、田中  守 

 

 

 

谷口 泰義 

・台湾、ご参加の皆様に大へんお世話

 になりました。有難うございました。 

 金門島の歴史観光も勉強になりま

 した。 

 

森  正廣 

・台湾での合同例会 

 金門島旅行を大いに楽しみました。 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計    0円 今年度累計 38,000円 

クラブ・デー 

 新入会員スピーチ  

  「自己紹介」 
 

    岸上 幸会員 

◇出席率報告◇  

『６月１９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％ 

６月５日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ９６．３％ 

ご来客 ３名  

 ７月の行事予定  

◆地区内行事 
 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～ 
 ７月１９日（土） 青少年ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同会議 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 
 12：30受付 13：00～16：30 
 ７月２７日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞー ｼｯﾌﾟ研究会 
 第2650地区ＲＬＩ研修会 
 京都文教学園 9：45～17：00 

◆クラブ内行事  

 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 ７月３日（木） 

「就任の挨拶」 

         会長、副会長、会長エレクト、幹事 

  

 ｢社会を明るくする運動」啓発活動のお知らせ 
 

 日 時： ７月１日（火） １７時より 

 場 所： 阪急桂駅西口 

＊皆様奮ってご参加ください 

 【ニコニコ箱】 小計 33,000円 今年度累計 1,374,000円 

京都紫野ＲＣ 

伴戸 恒夫様 

室  輝男様 

・８月１７日のＩＭ、インターシティ

 ミーティングにご登録、ご出席を

 よろしくお願いします。 

 

内山 正元 

・台北での合同例会参加の皆様、 

 ご苦労さまでした。 

 

吉田  修 

・紫野ＲＣ 室様、伴戸様 

 ごくろうさまです。 

 

万殿 慎二 

・台湾にご参加の皆様、たいへんお世話 

 になりありがとうございました。 

 

児嶋 雄二 

・訪台されたメンバーの方々 

 ご苦労様でした。 

德田 正彦 ・訪台の皆様にはお世話になりました。 

 

髙橋 英明 

・台湾ではいろいろお世話になり

 ありがとうございました。  

BOXへ 林  良訓、岸上 幸、末永  寛 

千田  適、 

稲掛 英男 ・岸上会員のスピーチ楽しみに。 

田中  守 ・岸上さんのスピーチ楽しみです。 

山本 拓生 ・岸上さんのスピーチ楽しみに。 

上原 従正 ・岸上会員のスピーチを楽しみに。 

出射 靖生 ・本年はから梅雨ですかね。 

瀬田 保二 ・ちょっとうれしい事がありました。 

 

 

森  正廣 

・北近畿丹後鉄道のレストラン列車 

「くろまつ」に乗ってきました。 

 快適な旅です。 

BOXへ 万殿 慎二、千田  適、田中  守 

 【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 14,000円 今年度累計 574,000円 

 

内山 正元 

・金門島懇親旅行参加の皆様、 

 お疲れさま、そして、ありがとうござ

 いました。 

 

安田  勝 

・会長、松尾さん 

 台湾ではお世話になりました。 

 

 

山本 拓生 

・台湾ではせわしなかったですが楽し

 かったです。王さん、カレンちゃん 

 ありがとう。 

出射 靖生 ・岸上会員のスピーチ楽しみに 

 

吉田  修 

・松尾様はじめ訪台のみなさま 

 お疲れさまでした。 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 3,000円 今年度累計 207,000円 

 

 

 

 

 

吉田  修 

・いいことがありました。私の民謡の

 秘蔵ッ子（高校一年女性）がＮＨＫの

 日本民謡ヤングフェスティバル（全

 国からのテープ審査・150人応募で30

 人の中に入って）出場が決まりまし

 た。これはテレビ放映あります。 

BOXへ 田中  守 

藤井文治郎 ・岸上さんのスピーチ楽しみです。 

←６月会員誕生日お祝い 

林会員、上山会員と内山会長 

おめでとうございます 



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 

「未定」 
【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～ 

７月３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】 

「就任挨拶」 

会長 名古 光良様 副会長 中村 和夫様 幹事 奥村 昇三様 

－年度最終例会－「退任挨拶」 

～会長・幹事退任挨拶～ 

「会長・幹事 退任挨拶」 

「退任挨拶」 

「退任挨拶」 

会長・幹事 「一年を振り返って Ⅱ」 

「就任挨拶」 

「就任挨拶」 

「本年度活動方針」 

 

会長、会長ｴﾚｸﾄ、副会長、幹事、理事、会計、会場監督 

 

理事・役員 

会長 三宅 由起様 幹事 萩原 達郎様 

会長・副会長・幹事・会計・SAA 

「やれやれ会」 

「就任の挨拶」 

「就任挨拶」 

第１回クラブ協議会  就任挨拶Ⅰ 

「初例会～会長・幹事就任挨拶～」 

「和の心、和の集い」 会長 佐竹 力總様 

理事・役員 

「就任挨拶」 

「退任挨拶」 会長・理事役員 

「就任挨拶」 

「新年度を迎えて」 

会長 藤井 宣之会員 幹事 橋本 光夫会員 

2014～15年度役員 

会長 伊東 一壽様 幹事 土井 正樹様 

会長、副会長、幹事、理事・役員 

＊ビジター受付はありません 

 

会長・副会長・会長エレクト・幹事 

2013-2014年度 会長 木下 博行様 幹事 西村 尚三様 

 

【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 

６月2７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３０日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月１日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月2日 

（水） 

「就任挨拶」 

会長 半井 隆利様 副会長 大藤 忠様 幹事 小西 規之様 

理事、役員 

「就任挨拶」 

「退任挨拶」 

「未定」 

 

会長 山本 康裕様 幹事 辻  宗和様 

 


