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 ２０１６年３月２４日（木）  第１２５８回例会  Vol.３４ 

１．本日、ホテルグランヴィア京都において、京都

 西北ＲＣ創立４０周年記念例会が開催されます。 

 稲掛会長と末永副幹事が出席いたします。 

２．３月３１日（木）の例会は休会です。 

３．４月３日（日）ロームシアター京都において 

 地区大会が行われます。当クラブより１２名の 

 会員が出席予定です。 

４．４月６日（木）の例会に札幌真駒内ＲＣの会長

 をはじめ７名が来訪されます。例会終了後の現次

 年度理事役員会にも出席いただき、合同例会打ち

 合わせ会を行います。 

例会プログラム 

 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月３日（日） 

  7：30～  8：30 RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 
（ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 

10：00～11：30 新会員セミナー 

10：00～11：30 青少年フォーラム 
（ﾛｰﾑｼｱﾀｰ京都・京都市勧業館みやこめっせ） 

12：45～16：15 プロローグ（ﾛｰﾑｼｱﾀｰ京都） 

  大会本会議 

  特別講話・記念講演 

16：45～18：30 大懇親会（京都市勧業館みやこめっせ） 
 

 

出席予定者 
会長・幹事・地区委員長会議およびRI会長代理ご夫妻晩餐会 

 稲掛会長、吉田幹事 
新会員セミナー 

 太田、王の各会員  
大会本会議および大懇親会 

 稲掛、鎌野、万殿、松尾、森、太田、末永、谷口 

 德田、内山、王、吉田の各会員 

坂本 景依子（さかもと けいこ）様 
 

1976年 京都府舞鶴市生まれ 

・公立高校卒業後、美容師として４年間勤務 

・業務用食品の商社にて５年間勤務（事務・営業） 

・2003年・2004年と二人の年子を出産 

・2005年 タイ古式ヨガのインストラクターとしてカルチャー

 教室などでレッスンを実施 

・2006年５月～印刷会社で印刷物のもととなる版づくり担当や 

  経理事務を担当 

・2011年４月 離婚を機に京都市西京区（洛西）へ引っ越し 

・2011年９月 阪急洛西口駅前のマンションで個人事業で 

  リラクゼーションサロンを開業 

・2012年８月 再婚 

・2014年７月 三人目の出産を機にサロンを閉店 

・2014年７月～女性起業家プロダクション「こらぼさろん」発足 

（事務局長、４月～代表） 

・2015年５月～西京区を拠点に育児中の母親が、子育て中も 

  充実した毎日を過ごすための 『見える化した 

 情報発信』をコンセプトにしたプロジェクト 

   「マミーズアップ～ママの生きかた向上プロ 

 ジェクト～」を発足（代表） 

・2016年３月～女性の福利厚生や、産後の働き方のサポート・ 

  提案をする会社 「株式会社Megami」 設立 

 （取締役副社長） 

 
 

開会点鐘                                      12：30        

  ロータリーソング「四つのテスト」 

 今日の歌「花」 

  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 

  寄付金報告 

スピーチ                                       13:00 

「女性のライフスタイルの変化に伴う 

活躍推進とビジネスシーンでの 

       リラックス方法について」 
 

株式会社 Megami 取締役副社長 

      坂本 景依子様 
  

閉会点鐘       13:30 

クラブ・デー 

 第８回ｸﾗﾌﾞ討論会 

 太田 勝彦会員 

 

◇例会休会・日時臨時変更のお知らせ 

 ３月２９日（火）京都東山ＲＣ 

 ３月３１日（木）京都モーニングＲＣ 

  以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

   

３月会員誕生日 

お祝い 

 

安田会員と 

稲掛会長と 

森会員 



 

次回例会 ４月７日（木） 

「シリコンバレーはなぜアメリカにできたのか」 

 

㈱ＭＡＳＡ 代表取締役会長              

    京都南ＲＣ会員    庄司 惠一様  

◇出席率報告◇  

出席率報告『３月１７日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ２９名（９名） 出席者 ２３名（６名）８８．４６％ 

ご来客０名 

３月３日例会のMake-up後の出席率 ９２．０％ 

 

吉田  修 

・きょうは、クラブ討論会。 

 よろしくお願いします。 

【ニコニコ箱】 小計 23,000円  今年度累計 918,000円 
目標額 1,300,000円 達成率71％ 

 

稲掛 英男 

・今日はクラブ討論会です。 

 よろしくお願いします。 

 

安田  勝 

・８５才になります。この喜びこの感激

 そして、いっぱいの感謝。 

 

森  正廣 

・カローリング京都府大会 

 ９７チーム中４７位でした。 

鎌野 孝和 ・お久しぶりです。 

◆地区内行事 

 ３月２４日（木） 京都西北ＲＣ創立４０周年記念例会 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 15：00～ 

 ４月 ２日（土） 地区大会  

 会長・幹事・地区委員会議 13：30～ 

 RI会長代理ご夫人歓迎晩餐会 17：00～ 

 ４月 ３日（日） 新会員セミナー  10：00～ 

 青少年フォーラム 10：00～ 

 本会議   12：45～ 

 大懇親会   16：45～ 

  ４月１０日（日）青少年交換学友会主催 関西４地区合同 

 ｲﾍﾞﾝﾄ「京都ぶらり旅」 

  ４月１６日（土） 京都中ＲＣ創立２５周年記念例会並びに 

 祝宴 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ  

 14：30受付 15：30～ 
◆クラブ内行事 

 ３月３１日（木） 休会 

 ４月 ７日（木） 札幌真駒内ＲＣと３クラブ合同例会の 

 打合わせに続いて現次年度理事役員会 

 ４月１０日（日） 障がいのある人と家族のためのﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ 

 いちご狩り・伊賀の里ﾓｸﾓｸ手作りﾌｧｰﾑ 

 ６月１８・１９日 台湾三重中央RC・札幌真駒内RCとの 

    （土・日）  ３クラブ合同例会 （於：北海道） 

谷口 泰義 ・春らしくなって来ましたね。 

内山 正元 ・寒いですが、桜が待ちどおしいです。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、鎌野 孝和 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 437,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率65％ 

 

 

 

吉田  修 

・２０日（日）２１日（月）の連休は、   

 息子の嫁が結婚９年目にしてご懐妊 

 あそばされましたので、そのお腹を

 見学に行ってきます。 

今日の歌   

「花」 
 

作詞 武島 羽衣 作曲 滝 廉太郎 
 

春のうららの隅田川 

のぼりくだりの船人が 

櫂
かひ

のしづくも花と散る 

ながめを何にたとふべき 

BOXへ 林  良訓、児嶋 雄二、髙橋 英明 

森  正廣 ・確定申告終りました。 

児嶋 雄二 ・上山さん ありがとう。 

【 】 小計 11,000円 今年度累計 504,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 70％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、鎌野 孝和 

千田  適 

【 】   小計 1,000円 今年度累計  69,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 115％ 

【 】  小計 9,000円 今年度累計 213,000円 
目標額 400,000円 達成率 53％ 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、鎌野 孝和 

BOXへ 稲掛 英男 

中川 俊夫 ・やっと春ですね！！ 

 

上原 従正 

・インターアクトクラブ員の卒業を 

 祝して。 



●京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ● 

2015～2016年度  役員・理事・委員会構成 

会長（ｸﾗﾌ゙研修ﾘー ﾀ゙ 兼ー務） (役員) 

副会長（会員増強委員長兼務） (役員) 

幹事 

会計 

S.A.A. 

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 

ソング委員長 

出席委員長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

京都 

京都西北 

京都北東 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

京都さくら 

京都西山 

京都乙訓 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【全日空Ｈ】 

【全日空Ｈ】 

【全日空Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【ブライトンＨ】 

【向日神社】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ﾛｲﾔﾙH&ｽﾊﾟ】 

18：30～ 

‐休会‐ 

 

RI第2650地区 会員増強・拡大委員会 委員長 平岡 弘行様 

３月２５日(金) 

３月２８日(月) 

18：30～ 

３月２９日（火) 

３月３０日(水) 

３月３１日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

㈱松榮堂 代表取締役社長 畑 正高様 

「京都と歌舞伎 」 

～社会奉仕ｸﾗﾌﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ～「海外ボランティア活動」 

「特色ある運営を目指して」 

「米山奨学生スピーチ」 

「未定」 

「マイナンバー制度について」 

祇園祭 綾傘鉾保存会 理事長 寺田 進様 

 第5回クラブ・フォーラム 国際奉仕部門 

‐休会- 

「未定」 

 「もうひとつの京都 ～京都からの地方創生～」 

｢会員増強は奉仕活動｣ 

「私なりの継承の仕方」 

「三重北RC創立25周年記念例会に出席して」 

‐休会‐ 

大阪国税局下京税務署総務課長 長井 拓也様 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

＊ビジター受付はありません。 

元芸妓 ジャズシンガー 真箏（MAKOTO）様 

＊ビジター受付はありません。 

京都造形芸術大学教授 文学博士  田口 章子様 

京都国際マンガミュージアム 事務局長 上田 修三様 

「きものアレコレ」 

「１００歳まで歩こう！-よりしなやかな歩き方へのヒント-」 

‐休会‐ 

 「祇園祭 綾傘鉾復興と棒振り囃子」  

「伝統は革新の連続『和傘の技術を世界へ』」 

「高齢者の疾患～新しい病名」 

（有）織匠小平 代表取締役社長 小平真滋郎会員 

鎌野 孝和 

髙橋 英明 

上山 泰弘 

児嶋 雄二 

奉仕プロジェクト委員長 

職業奉仕委員長 

社会奉仕委員長 

内田 勝彦 青少年奉仕委員長 

国際奉仕委員長 

太田 勝彦 広報委員長 

万殿 慎二 ﾛー ﾀﾘー財団･米山委員長 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

(理事) 

末永   寛 副幹事 

髙橋 英明 副S.A.A. 

内山 正元 

上原 従正 

副幹事 

副会計 

副S.A.A.（記録） 王     杲 

稲掛 英男 戦略計画委員長 

歯科医師 大学教授 小峰 一雄様 

友好クラブ委員長 

太田 勝彦 インターアクト委員長 

稲掛 英男 

林   良訓 

 

吉田   修 

田中   守 

一口 茂樹 

森  正廣 

出射 靖生 

山本 拓生 

内山 正元 

吉田   修 

末永   寛 

上原 従正 

中川 俊夫 

千田   適 

（ｸﾗﾌ゙研修副ﾘー ﾀ゙ 兼ー務） 
(役員) 会長エレクト 

(役員) 直前会長 

元離宮二条城事務所 課長 後藤 玉樹様 

記念例会参加会員 

初動負荷トレーニング施設 

ﾜｰﾙﾄﾞｳｨﾝｸﾞ京都 ﾄﾚｰﾅ 児玉 浩之様 

会員 西川 昌樹様 

 

「感謝と思いやり」 

「休会」 ＊ビジター受付はありません。 

廖于晴さん 

㈱日吉屋 代表取締役 合同会社T.C.I研究所  
代表社員 西堀耕太郎様 

‐休会‐ 

京都府 企画理事  本田  一泰様 

「スーパーサーズデー」  

㈱小丸屋住井 代表取締役社長 住井 啓子様 


