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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

1-２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  １月１７日（金） 創立３０周年実行委員会  
   実行委員会 18：00、試食会 18：30 
  ザ・サウザン ドキョウト3F 織部 
  １月２１日（火） 京都西南ＲＣとの合同例会  
   例会日・場所変更 ﾎﾃﾙ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都 
  １月２３日（木） ２１日（火）に変更 
  １月２５日（土） 「新年会および新入会員歓迎会」 
  18：00～ 六盛  
  ２月 ６日（木） 現次年度理事役員会 
  ２月１３日（木） 創立３０周年実行委員会 

 

   

 

 

◆地区行事 

  １月１９日（日） 第２回青少年奉仕担当者会議   （森会員） 

 京都経済ｾﾝﾀｰ7F会議室 13：00～15：45 

  １月２５日（土） 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

 立命館大学 朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：30～16：00 

（万殿会員、千田会員、林の各会員） 

  １月２８日（火） ロータリーほろにが会幹事会 18：00～ 

 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都店         （万殿会員） 

  ２月 ９日（日） 第２回社会奉仕委員長会議 

 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 13：30～17：00 

（末永会員、万殿会員） 

  

 

 

 

会長テーマ 

「 仲良し 」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

今日の歌 「ペチカ」 

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 

  －米山奨学生スピーチ－ 

  「コスタリカの紹介と自己紹介」   

カストロ アラヤ，ロイネル フランシスコ君 

閉会点鐘    13：30   

 ２０２０年１月１６日（木）  第１４２６回例会  Vol.３０－２４ 

例会プログラム 

１．次週の例会は２１日（火）に例会日を変更し、ホテル
 日航プリンセス京都において京都西南ＲＣとの合同例会
 を開催いたします。 
２．１月１７日（金）１８時より、ザ・サウザンドキョウト
 において創立３０周年実行委員会および試食会を開催いた
 します。 
３．地区大会の登録締め切りが１月１８日（土）となっ て
 おります。多数のご参加よろしくお願いします。 
４．１月１９日（日）京都経済センターにおいて、第２回
 青少年奉仕担当者会議が開催され、森会員が出席され
 ます。 
５．山田芳弘会員が健康上の理由で１２月末で退会され
 ました。 

【ニコニコ箱】 小計 48,000円 今年度累計 777,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 60％ 

髙橋 英明 ・あけましておめでとうございます。 

井上 正佳、森  正廣、万殿 慎二 

・明けましておめでとうございます、 

 本年もよろしくお願いいたします。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 
德田 正彦 ・謹賀新年、本年もよろしく。 

松尾 義平 ・謹賀新年、今年もよろしく。 

 

出射 靖生 

・皆さん明けましておめでとうござい

 ます。 

 

 

稲掛 英男 

・明けましておめでとうございます。 

 德田、森、千田、内田会員のスピーチ

 楽しみに。 

 

鎌野 孝和 

・久しぶりです、本年もどうぞよろしく

 お願いいたします。 

【 】小計 12,000円 今年度累計 394,000円 

目標額 726,000円 達成率 54％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・中野さんようこそ桂川ロータリークラブへ。 

千田  適 ・今年もよろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・今年はロータリーが日本に上陸して

 丁度１００年！！ 

 

森  正廣 

・今年の正月はスペイン人が来てにぎや

 かでした。 

BOXへ 髙橋 英明、田中   守、井上 正佳

稲掛 英男 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
１月２３日（木）京都イブニングＲＣ 
（17：00-18：00、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 
１月２４日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて） 
１月２８日（火）京都東山ＲＣ 
（11：30-12：30、ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都にて） 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 
１月１７日（金）京都洛西ＲＣ 
１月２１日（火）京都東山ＲＣ 
１月２２日（水）京都朱雀ＲＣ 
＊ビジター受付はありません。 

BOXへ 千田  適、田中  守、鎌野 孝和 

吉田  修、井上 正佳、稲掛 英男 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 467,000円 
目標額 792,000円 達成率 59％ 1人当たり24,000円以上 

万殿 慎二 ・年男放談、楽しみです。 

 

菱田 匤樹 

・新年明けましておめでとうございます。 

 本年も宜しくお願いします。 

瀬田 保二 ・今年もよろしく。 

太田 勝彦 ・明けましておめでとうございます。 

出射 靖生 ・今年は雪のない正月でした。 

今日の歌  「ペチカ」  北原白秋作詞 山田耕筰作曲 
 

雪のふる夜は たのしいペチカ 

ペチカ燃えろよ お話しましょ 

むかしむかしよ 

燃えろよ ペチカ 

谷口 泰義 ・本年もよろしく、年男放談を楽しみに。 

太田 勝彦 ・ゴーンは、ゆるせないですね。 

内山 正元 ・良き一年となりますように。 

 

末永  寛 

・明けましておめでとうございます、 

 今年もよろしく。 

 

安田  勝 

・謹賀新年、本年もどうか宜しくお願い

 申し上げます。 

吉田  修 ・みなさん新年おめでとうございます。 

藤井文治郎 ・謹賀新年。 

田中  守 ・お目出とうございます。 

千田  適 ・新年明けましておめでとうございます。 

瀬田 保二 ・今年もよろしく。 

鎌野 孝和 ・無事に感謝！！ 

 

内山 正元 

・米～イランのバトルがおさまります

 ように。 



【 】 小計 10,000円   今年度累計 125,000円 
目標額 400,000円 達成率 31％ 

 

山本 拓生 

・新年おめでとうございます、今年も 

 よろしくお願いします。 

BOXへ 万殿 慎二、吉田  修、鎌野 孝和 

德田 正彦 

１月９日（木）例会   
会員数 ３３名（内出席免除８名）  
出席者 ２６名（７名）  ８１．２５％ 
ご来客０名 
 

 

「心の絵」展 ～障がい者アートの感動と力をみんなへ～ 報告 
 

 京都桂川ロータリークラブは2020年に創立30 周年を迎えるにあたり、記念事業の一環
として府下の障がい者施設で美術作品の創作に励む作家たちの作品を一堂に集めて、 
展覧会を企画実行いたしました。 

 

『開催主旨』 
 京都桂川ロータリークラブは、京都府下において日々アート作品の創作に勤しんで 
おられる障がい者みなさんの、はげみとなるような作品発表の場を継続的に提供させて
いただきたいと考えています。 
 描きたいという純粋な衝動から生まれた作品は、既成の価値観や評価、名声などにとらわれない自由な
心の絵です。その作品の生の力は、人々に純粋な感動と力を与えてくれます。 
 その感動と力で、障がい者と社会がよりしなやかで強い絆で結ばれることをこの展覧会の目的と考えて
います。そして、今後わずかづつでも障がい者アートへの理解が深まり、障がい者の社会参加が着実に進む
ことを願ってこの活動を企画させて頂きます。 

 

日 時  2019年12月17日(火) ～ 12月22日(日) 
場 所  ギャリエ ヤマシタ１号館 １階・2 階（三条寺町上る西側） 
参加施設 京都市立西総合支援学校、 
  天才アートKYOTO、ふしみ学園やっ
  ほう‼ 障害者支援施設DO 
出品作家数 42 名  出品作品数  65 点 
来場者数  記名来場者のべ489名、  
  無記名来場者 約50名  

＜所感＞ 
2018 年暮れに提案が採用されて以来、各施設の担当者様に多大なご協力をいただいて、1 年がかりで会期に
こぎつけた展覧会だった。 
当初より、出品経験のない無名の作家に出品していただいて、人に見てもらう喜びを感じてもらいたいと考
えていたが、各施設のご協力により多数の素晴らしい作品が集まった。 
我がクラブの会員が連日交代で当番を務める中、たくさんのお客様にご来場いただいた。 
作家のご家族が作家とともにご来場いただき、作品の前で写真撮影するなど和やかなひとときもあり、また
施設のご担当者が生徒さん達を引率されてご来場になったり、他の障害者施設の方々や障がい者ボランティア
をされている人たち、一般の人の来場もあり、感動の声を聞くたびにこの展覧会をして良かったという思い
が、会員の中に生まれた。 
参加施設のご担当者様から、是非今後も続けて欲しいという声が強く上がり、この『心の絵』展を京都桂川
ロータリークラブの継続事業として位置付けていくことに意義を感じることができた。（報告：井上正佳） 

１月は職業奉仕月間 

１月２１日（火）  
「京都西南ＲＣと合同例会」 
 ＊例会日時・場所変更  
 於：ホテル日航プリンセス京都（下京区烏丸高辻東入） 

【 】 小計 2,000円  今年度累計  45,000円 
目標額 66,000円 達成率 68％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 髙橋 英明 

「年男放談」  

德田 正彦会員、森  正廣会員 

千田  適会員、内田 勝彦会員 

新入会員 中野 孝治会員 

 

太田 勝彦 

・早くポリオが無くなるように！ 

 おめでとうございます。 



京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都イブニングＲＣ次週スピーチ 

1/17 京都東 「 糖尿病治療の落とし穴：血糖値下げるだけで
いいの？ 」          会員 丸中 良典様 

（金） 京都伏見 ～職業奉仕クラブ・フォーラム～ 

 京都洛西 「新年会及び新会員歓迎会」開催の為、例会
日時場所変更 ＊ビジター受付はありません。 

 京都紫竹 「新入会員スピーチ」 
原 昌弘会員、柴田幸子会員 

1/20 京都西 「職業奉仕について」 RI第２６５０地区職業 
奉仕委員長 宇治鳳凰RC会員  中島  健様 

（月） 
京都紫野 

「歳男放談」  井早 朗会員、木村 博之会員 
山田 英夫会員、浮田 徹会員 

山口 琢也会員 

 京都中 「歳男放談」         会員 伊藤 亮三様 
「地区情報」  地区研修委員  小森 一宏様 

 京都平安 18：30 「逆境の乗り越え方」 
元衆議院議員 宮崎 謙介様 

1/21 京都東山 「夜間例会」例会時間変更 
＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 「京都桂川RCとの合同例会 」 

 京都洛中 「趣味と私の仕事」㈱ラポー 代表取締役  
京都西RC会員 上田 哲次様 

 
京都洛南 

「新春 歳男放談」 子年生まれ会員  
平田  隆様、佐藤 邦友様、辻井   博様 

荒木 稔雄様、福田 利生様  

1/22 京都 「私の職業観」 ㈱大丸松坂屋百貨店  
執行役員 大丸京都店長 北川  公彦様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「第２回クラブアッセンブリー」 

 京都北東  「クラブデー ＰＡＲＴ2」  

 京都嵯峨野 「第３回クラブ・アッセンブリー」 

 京都朱雀 「第２回クラブアッセンブリー」 
＊ビジター受付はありません。 

1/23 

 
京都南 「Discover Japan」  

Discover Japan 統括編集長 高橋 俊宏様 

（木） 京都北 ｢京都市の救急事情について｣京都市消防局 
警防部救急課 課長 西川 裕之様 

 京都洛北 「世界平和と国際親善の精神は子どもから」   
京都市立高倉小学校校長   岸田 蘭子様 

 
京都洛東 

「プロサッカークラブ おこしやす京都ACが創
る幸せな地域社会」おこしやす京都AC 代表 

取締役 添田 隆司様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

-第４回クラブ協議会－ 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら -会員スピーチ-「健康スポーツのすすめ、 
  事始め」           野々村光生会員 

 京都乙訓 「クラブフォーラム」～国際奉仕について～ 
国際奉仕委員会 委員長  田中 俊幸会員 

2019-2020年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 髙橋 英明 

副会長 （役員） 山本 拓生 

会長エレクト （役員） 万殿 慎二 

直前会長 （役員） 内田 勝彦 

幹事 （役員） 井上 正佳 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 吉田  修 

親睦 （理事） 上原 従正 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  太田 勝彦 

ニコニコ  稲掛 英男 

ソング  吉田  修 

出席  谷口 泰義 

炉辺・川クラブ 内山 正元 

職業奉仕 （理事） 中川 俊夫

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 末永  寛 

青少年奉仕 （理事） 森  正廣 

国際奉仕 （理事） 王   杲 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 児嶋 雄二 

広報 （理事） 菱田 匡樹 

会員増強   山本 拓生 

戦略計画   万殿 慎二 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  内田 勝彦 

副幹事   林  良訓 

   菱田 匡樹 

副会計   千田  適 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   上山 泰弘 

   織田 鉄也 

 

 
例 会 木曜日  12：30-13：30    

 ザ・サウザンド キョウト  

創 立 1989年(平成元年)７月２７日  

ｸﾗﾌﾞｶﾗｰ  ライトブルー 

姉妹ｸﾗﾌﾞ  台湾三重中央ＲＣ 

 札幌真駒内ＲＣ 

提唱ＩＡＣ 京都府立洛西高等学校ＩＡＣ 

事務局 〒600-8216  京都市下京区東洞院塩小路下る 

        京都センチュリーホテル内 

 TEL(075)344-5000  

 FAX(075)344-1340 

 E-mail katurarc@abeam.ocn.ne.jp 

 http://katsuragawarc.com/ 


