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 ２０１５年１０月１日（木）  第１２３６回例会  Vol.１２ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、１０月度定例理事役員会を行い

 ます。 

２．１０月７日（水）京都ホテルオークラにおいて 

 京都ＲＣ創立９０周年記念式典例会並びに祝宴が行

 われます。 

 当クラブより会長、幹事が出席致します。 

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 

  寄付金報告 

スピーチ                                       13:00 

 「きき脳と整理整頓 

～個性を活かして、ムリなく、ムダなく～」 

笑顔が増える暮らし方研究所 主宰 
 

家づくりオーガナイザー 

   馬場 美恵様 

閉会点鐘       13:30 

◇例会休会および日時臨時変更のお知らせ 

１０月 ７日（水）京都ＲＣ 

１０月２８日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 

１０月３０日（金）京都洛西ＲＣ 

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

 

 

 －会員スピーチ－ 

「入会を振り返って」     

王   杲会員 

１０月 ９日（金）京都東ＲＣ 

１０月１６日（金）京都紫竹ＲＣ 

１０月２１日（水）京都嵯峨野ＲＣ 

１０月２２日（木）京都さくらＲＣ 

１０月２９日（木）京都北ＲＣ 

 以上、ビジター受付はございません。 

 

笑顔が増える暮らし方研究所 主宰 

家づくりオーガーナイザー 

    馬場 美恵（ばんばみーあ）様 
 

京都生まれ。美大卒業後、ハウスメーカーのインテリアコー

ディネーターとして就職。その後、渡伊。帰国後、照明器

具メーカーにて住宅照明プラン、インテリアショップにて

オーダーメイドキッチンのプラン、リフォーム、家具・ 

雑貨などを担当、トータルインテリアに１０年携わり、 

延べ約１２００件の図面を通して、美しいデザイン、疲れ

ない動線、効果的な演出などを提案。 

 

出産を機に離職。日々の生活にどんよりし、笑顔をすっか

りなくしていたとき、心理学や片付け術ライフオーガナイ

ズを知ったことをきっかけに、個性を知り、認め、活かし、

そして、視点を変えることの大切さを痛感。片付けの講師

を始め、笑顔が増える暮らし方研究所を開業。 

 

受講者の方から、片付かないという悩みと共に、家に対する

不満や後悔を聞くようになるにつれて、住まい手と、作り

手の「溝」に気づく。 

どうにかこの溝を埋められないだろうか、私の強みである

女性の生活目線・プロ目線・双方の視点を活かし、打合せの

時のコミュニケーションを減らし、家づくりの満足度を上げ

たい！と考える。 

 

現在、法人様、個人様向けに、プラン決定前にイメージ・

思考の整理すること、個性を知り活かすこと、溜まったモノ

と対峙することを中心にした、家づくり・片づけ・インテリ

アワークショップの開催、また個人相談を行う。 

 

２０１４年、京都府京都女性起業賞受賞。 

 

＜保有資格＞ 

インテリアコーディネーター 

ライフオーガナイザー１級 

レジデンシャルオーガナイザー（西日本初） 

インテリアアテンダント（京都初） 

照明士 

 

ホームページ：www.egao-lifestyle.com 



 
THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

第１回炉辺会合２班の報告 

 

日   時   9月19日（土） 午後6時から 

場   所   京都糸屋ホテル内 「まゆ」 

参 加 者   稲掛、上原、上山、藤井、田中の各会員 

テ ー マ   「会員増強と女性会員」 

 

 まずはビールでカンパーイ。乾ききった喉をうるおし今回の

テーマについて。女性会員は歓迎、会員増強はもっと頑張り

ましょう、とまじめに議論。その後は美味しいお酒と美味しい

“のどぐろ”“マツタケ土瓶ムシ”などを頂きながら世間話にも

花が咲き楽しい一時を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

報告者 田中 守 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】   小計 1,000円 今年度累計  24,000円 
1人当たり2,000円以上  目標額 60,000円 達成率 40％ 

BOXへ 稲掛 英男 

◆地区内行事 

１０月 ７日（水） 京都ＲＣ創立90周年記念 式典例会 

 並びに祝宴 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

１０月１０日（土） 第70回京都市内24ＲＣ懇親ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ 

 大会 琵琶湖ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 

◆クラブ内行事 

１０月 １日（木） １０月度定例理事役員会  

１０月１８日（日） 「秋の家族会」 三重県 賢島 

１０月２２日（木） 休会 

１１月 ５日（木） １１月度定例理事役員会 

１１月 ７日（土） 台湾三重中央RC創立２７周年記念例会 

 新北市新荘典華飯店 盛典廳 18：30～ 

１１月１２日（木） 第２回クラブ協議会  

 ガバナー公式訪問準備 

１１月２６日（木） ガバナー公式訪問所感 

 第３回クラブ協議会 

次回例会 １０月８日（木） 
  

 －会員スピーチ－ 

「 記憶力 」 
 

   出射 靖生会員 

◇出席率報告◇  

出席率報告『９月２４日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（９名） 出席者 ２０名（６名）７４．０７％ 

ご来客０名 

９月１０日例会のMake-up後の出席率 ９２．８６％ 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】  小計 3,000円  今年度累計  59,000円 
目標額 400,000円 達成率 15％ 

 

吉田  修 

・王さんのお話を聞かずに帰ります。 

 ご容赦！！ 

【米山奨学会箱】 小計 7,000円 今年度累計 158,000円 
1人当たり24,000円    目標額 720,000円 達成率 22％ 

田中  守 ・王さんのスピーチ大変楽しみです。 

末永  寛 ・王さんのお話しを楽しみに。 

BOXへ 万殿 慎二、吉田  修、稲掛 英男 

【ニコニコ箱】 小計 12,000円  今年度累計 308,000円 
目標額 1,300,000円 達成率24％ 

稲掛 英男 ・王 杲会員のスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・王さんのスピーチ楽しみに！ 

 

上原 従正 

・大井川鉄道ＳＬ 

 トーマス号 大人気でした。 

森  正廣 ・油谷湾温泉と角島、金子みすずの旅。 

中川 俊夫 ・ホルクス・ワーゲンは大変です。 

德田 正彦 ・瀬田幹事、炉辺お世話様でした。 

 

内山 正元 

・ラグビーワールドカップ、ロンドン 

 大会。ジャパンが頑張っています。 

吉田  修 ・本日、早退 お詫び。 

谷口 泰義 ・王さんのスピーチを楽しみに。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】 小計 7,000円 今年度累計 157,000円 

 1人当たり180ﾄﾞﾙ以上  目標額 669,600円 達成率23％ 

万殿 慎二 ・王さんのスピーチ楽しみにしています。 

 

稲掛 英男 

・田中さん 炉辺ではお世話になり 

 ありがとうございました。 

 

田中  守 

・炉辺会合 出席ありがとうございまし

 た。 

 

 

吉田  修 

・皆様、シルバーウィークいかがお過ご

 しでしたか、私は、念願の青森、三内

 丸山遺跡を見てきました。満足、満足。 

 ロータリー 

リーダーシップ 
研究会  第2650地区

ＲＬＩパートⅡ 

研修会の修了書 

を受賞された 

中川会員と 

稲掛会長 



ｸﾗﾌﾞ法理理事 中嶋 克美様、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・社会奉仕理事  

手塚 石雲様、 会員増強理事 松井 信五様 

●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) 

須山 哲次会員 

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～ 

「いろいろ」 

 

㈱ＭＭＣ 代表取締役  村尾 謙次氏 

佛教大学 修士２年 ダン・ゴック・フーン・チーさん 

１０月２日(金) 

１０月５日(月) 

18：30～ 

１０月６日(火) 

１０月７日(水) 

１０月１日(木) 

8：00～ 

18：00～ 

朝日新聞社 社寺文化財みらいセンター  

事務局長 馬場 秀司氏 

－米山月間スピーチ―「 教育を通じて社会貢献を 」 

｢ペルー生まれ育ちの日系3.5世と若年性糖尿病､ 

       そして一時帰郷無しの留学7年間の道のり ｣ 

「茶道体験古都 創業の想いと教室紹介」 

「ガバナー公式訪問所感」 

第２回ﾌｫｰﾗﾑ「ロータリーの森について」 

 「ロータリーの１丁目１番地」 

米山奨学生 高 甫林さん 

第３回クラブフォーラム（職業奉仕部門） 

クラブ・デー－米山奨学生スピーチ－「日本での研究と私の夢」 

 米山奨学生  

ﾔﾏﾓﾄﾉｸﾞﾁ,ｸﾗｳﾃﾞｨｱｾｼﾘｱさん 

「京の宝、文化財に未来はあるか？」 

「京都ロータリークラブ創立90周年記念式典例会」 

「米山奨学生 スピーチ」 

「日韓の架け橋としての役割」 

「IM情報 パートⅠ」 

「ガバナー公式訪問所感」 

RI第2650地区社会奉仕委員長 栗東RC会員 北野加代子氏 

米山奨学生 金 ボラさん 

米山奨学生 廖 于晴さん 

米山奨学生 金  東柱さん 

ＲＩ第２６５０地区ガバナー 中澤 忠嗣氏 

米山奨学生 羅 鑫さん 

米山奨学生 郭  暁博さん 

Tea Ceremony Koto 代表 倉中 梨恵様 

奈良国立博物館 名誉館員 鈴木 喜博氏 

「日本での研究と私の夢」 

「ペルー生まれペルー育ちの日系３．５世の若年性糖尿病、

そして一時帰郷無しの留学７年間の道のり」 

「米山月間に因んで」 

―米山奨学生ｽﾋﾟｰﾁ－「私の二つの故郷～ｱｰﾄでつながる心～」 

「理念と経営」 

－会員スピーチ－「私の戦中戦後」 

｢東大寺南大門の仁王像と平成大修理｣ 

～米山月間に因んで～「未定」 

「異文化理解って必要なのでしょうか？」 

「日本とｱﾌﾘｱ間におけるﾋﾞｼﾞﾈｽの架け橋ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」 

ＲＩ第2650地区米山奨学生 京都大学博士課程2年 金 ボラさん 

米山奨学生  ダン  ゴック フーン チーさん 

＊ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は平常通り行われます。 

ＲＩ第２６５０地区ガバナー 中澤 忠嗣様 

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 

米山奨学生  

ﾔﾏﾓﾄﾉｸﾞﾁ,ｸﾗｳﾃﾞｨｱｾｼﾘｱさん 

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 

地区米山奨学生 京都府立大学修士2 年 羅    鑫様 

米山奨学生 ｲﾍﾞｱﾇｾ・ｴﾌﾞｶ・ｴﾏﾆｭｴﾙ君 

ロータリーの森委員会 委員長 小田 精彰会員 

IM実行委員会委員長 伊東 一壽様 


