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「ロータリーは世界をつなぐ」 

RI会長 マーク・ダニエル・マローニー 
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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

２-３月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ２月１３日（木） 創立３０周年実行委員会 
  ３月 １日（日） 第１３回桂川流域クリーン大作戦 
  8：30受付開始、9：00～11：30 
  ３月 ５日（木） 現次年度理事役員会 
  ３月１２日（木） 創立３０周年実行委員会 
  ３月１４日（土） ウェルカムパーティー 
  天壇 祇園本店 18：00～ 
  ３月１５日（日） 創立３０周年記念式典例会・祝宴 
  ザ・サウザンド キョウト 17：00～ 
  集合時間 会員15：00、ご家族16：00 
  ３月１９日（木） １５日（日）に例会日時変更 
 

   

 

◆地区行事 

 ２月１８日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ ｳｪｽﾃｨﾝ都Ｈ 

（万殿、森、太田、谷口、王の各会員） 

 ２月２４日（祝） 地区職業奉仕「講演会」 

 京都ﾃﾙｻﾎｰﾙ   13：00～16：45 

（髙橋、内山、上山、吉田の各会員） 

 ２月２３日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会 第2650地区 

 RLI卒後ｺｰｽ 研修会  13：00～16：50 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ           （万殿会員） 

 ２月２９日（土） 会員増強アクション会議 13：00～16：00 

ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都       （井上会員） 

  

  

 

 

会長テーマ 

「 ポンヌフ 」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌 「早春賦」 

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 

「スポーツ歯学について」  

 新神戸歯科 院長 

 神戸六甲RC会員  藤井 佳朗様 

 

閉会点鐘    13：30   

 ２０２０年２月１３日（木）  第１４３０回例会  Vol.３０－２８ 

例会プログラム 

１．２月８日（土）ホテルグランヴィア京都において 
 京都乙訓ＲＣ創立５０周年記念例会が開催され、会長 
 幹事が出席いたしました。 
２．本日例会終了後、創立３０周年実行委員会を開催し
 ます。 
３．２月９日（日）第２回社会奉仕委員長会議が開催
 され、末永会員、井上会員が出席されました。会議に
 おいて「心の絵」展の事業報告を行いました。 

藤井 佳朗（ふじい よしろう）様 

ご略歴  
 

１９８５年 愛知学院大学歯学部卒業 

      初代学長・小出有三賞受賞 

１９８９年 同大学大学院修了 

      歯学博士 

２０００年 神戸市にて新神戸歯科開業 

２００９年 国際鍼電気治療大学フェロー認定 

      Fellow of the international college of 

 acupuncture and electro-therapeutics  

           (F.I.C.A.E) 

２０１３年 Japan Timesが選ぶ次世代アジアの１００人の

 ＣＥＯに選定される。 

２０１４年 Japan Timesが選ぶ次世代アジアの１００人の

 ＣＥＯに再度選定される。 Savvy Science 

 Publisher editorial board member 

２０１５年 British Journal of Medicine and Medical 

 Research editorial board member Japan 

 Timesが選ぶ次世代アジアの１００人のリーダー

 に選定される。 

２０１８年 国際鍼電気治療大学准教授 

現在、神戸市にて開業。 

日本医用歯科機器学会理事 など 
 

著書に「咬合のマジック」（デンタルダイヤモンド社） 

   「歯科からの逆襲」（現代書林） 

   「歯科からの医療革命」（現代書林） 

   「歯科からの電磁波対策」（現代書林） 

   「帰ってきた歯科からの逆襲」（現代書林） 

   Electromagnetic Waves and Indirect Effect  

（Lambert Academic Publishing） 

 Dental treatment for whole body health  

 （Lambert Academic Publishing） 
 

国際学術誌３０篇 国際学会大会長２回 
 

神戸六甲ロータリークラブにて会長2回、幹事2回経験、 

現在は増強委員長。 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
２月１８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） 
２月２７日(木）京都乙訓ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙ京都ｴﾐﾅｰｽ1階） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
２月１４日（金）京都紫竹ＲＣ 
２月１９日（水）京都北東ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
２月２５日（火）京都洛南ＲＣ 
２月２６日（水）京都西北ＲＣ 
２月２７日（木）京都さくらＲＣ 
 ＊以上、ビジター受付はありません。 

   

  第１３回桂川流域クリーン大作戦  

実施概要 
 

実施地区 桂川流域 
 

実施日 ３月１日（日）雨天の場合３/８ 
 ＊前日午後７時前のNHK天気予報で実施決定 
  実施日午前中の降水確率７０％以上は中止 
 

集合場所 桂大橋の桂離宮側 
 

時間予定  ８：３０ 受付開始 
 ９：００ あいさつ＆注意事項説明 
 ９：３０ 清掃作業開始 
      １１：００ 集めたｺﾞﾐ袋を指定場所に集積 
      １１：３０ 終了 用具返却  

 今日の歌   「早春賦」 

吉丸一昌作詞 中田 章作曲 
 

春は名のみの風の寒さや 

谷の鶯（うぐいす）歌は思えど 

時にあらずと  声も立てず 

時にあらずと  声も立てず 



２月６日（火）例会  
会員数 ３３名（内出席免除８名）  
出席者 ２５名（５名）  ８３．３３％ 
ご来客１名 
１/２１ＭＵ後の出席率  ７９．３１％ 

【ニコニコ箱】 小計 27,000円 今年度累計 880,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 68％ 

RI第2650地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長 

才門 俊文様 

・インターアクトの発展に。 

 

髙橋 英明 

・才門委員長のお話し楽しみにして 

 ます。 

【 】小計 20,000円 今年度累計 477,800円 

目標額 726,000円 達成率 66％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

田中  守 ・才門様お世話になります。 

井上 正佳 ・才門様スピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・本日は初雪が舞ってました。 

德田 正彦 ・本年初めて裏口に氷がはりました。 

 

森  正廣 

・琴引ｹ浜、鳴き砂温泉カニ食べ旅行 

 満喫。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、三田 昌資 

２月は平和と紛争  
予防/紛争解決月間 

２月２０日（木）  
  クラブ・デー 
 第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕） 
  末永  寛会員 
  王   杲会員 

【 】 小計 1,000円  今年度累計  48,000円 
目標額 66,000円 達成率 71％ 1人当たり2,000円以上   

「インターアクトクラブとは？」 
  ― 活性化を考える ― 

万殿 慎二 ・才門様のスピーチ楽しみです。 

菱田 匤樹 ・才門様ようこそ。 

末永  寛 ・才門さんのお話しを楽しみに。 

 

出射 靖生 

・新型コロナウイルス２８,０００人を

 越えました。御要心。 

 

吉田  修 

・ダイヤモンド・プリンセスクルーズの

 乗客、大した災難ですね。 

BOXへ 三田 昌資、児嶋 雄二、織田 鉄也 

田中  守、鎌野 孝和、稲掛 英男 

井上 正佳 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 627,000円 
目標額 792,000円 達成率 79％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 鎌野 孝和、田中   守、井上 正佳 

稲掛 英男、千田  適、吉田   修 

末永  寛、万殿 慎二、三田 昌資 

德田 正彦 

林  良訓 ・やっと冬ですね、早退おわび。 

BOXへ 髙橋 英明 

谷口 泰義 ・寒さに負けない様に。 

吉田  修 ・立春が過ぎてもまだまだ寒い！ 

織田 鉄也 ・本日早退させていただきます。 

 

千田  適 

・コロナウィルスの一日も早く終焉を

 願って！ 

【 】 小計 15,000円   今年度累計 152,000円 
目標額 400,000円 達成率 38％ 

森  正廣 ・才門委員長をお迎えして。 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

BOXへ 鎌野 孝和、吉田  修 

ＲＩ第2650地区 
インターアクト委員長 
京都洛中ＲＣ会員 
    才門 俊文様 

マルチプル・ポール 
ハリスフェロー表彰 
出射会員、髙橋会長と 
児嶋会員 

 

2019-20年度「第２回社会奉仕委員長会議 
」 

日時  ２月９日（日）１３時３０分～１７時 
 

場所  リーガロイヤルホテル京都 
 

特別講演にＮＰＯ法人スペシャルオリンピック日本・

京都事務局長であり、京都ＲＣ会員の木本和秀様が

知的障がい者の方へのスポーツ振興を世界的に展

開されているスペシャルオリンピックとは、又、障がい

者スポーツの意義やＲＣの関わり等について講演さ

れ、その後、各地区（京都・滋賀・奈良・福井）のクラ

ブから奉仕事業の事例報告があり、京都から我桂川

ＲＣが選ばれ、井上正佳会員が創立３０周年記念事

業の「心の絵」展、障がい者アートの感動と力をみん

なへというタイトルで発表されました。 

 

社会奉仕委員長 末永  寛 



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 

2/14 京都東 「 ミャンマー奉仕訪問団」 
ご報告 室  公博会員  

（金） 京都伏見 ～サイボウズ・キントーン講習会～ 

 
京都洛西 

「ロータリアンのローアリアンによるローアリアン 
 のためのロータリークラブ」 

会員増強委員長 小菅 八郎様 

 京都紫竹 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

2/17 京都西 「三味線 作って 弾いて」 
三味線制作 演奏家   野中 智史様 

（月） 
京都紫野 

「天才教育者 吉田松陰の実像」 
幕末維新ミュージアム霊山歴史館学芸課長 

 木村 武仁様 

 京都中 「相楽木綿の復元と伝承」相 楽木綿の会  
相楽木綿伝承館 代表 福岡佐江子さん 

 京都平安 18：30 「京都市みどり政策」  京都市建設局  
みどり政策推進室  課長 岩村 謙次様 

2/18 京都東山 「例会日時・場所臨時変更」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（火） 

京都西南 

「世界一を目指し道を切り拓く」～女子相撲で
世界一を目指すため乗り越え取り組んできたこと
について～ 立命館大学職員 体育会相撲部 

コーチ 山中 未久様 

 京都洛中 「不動産の鑑定評価とは」 会員 宇野 行将様 

 京都洛南 「新入会員スピーチ」  新会員 西芝   実様 
吉﨑誠一郎様 

2/19 
京都 

「 ロータリーの醍醐味 ― グローバル補助金を
利用して ― 」R.I.第2650地区財団グローバル 

補助金委員会 委員長 河地 妙美様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「 会員組織部門 第５回クラブフォーラム」 

 京都北東 「移動夜間例会」18：30～ 「クラブデー」 
*ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「親睦移動例会の為、例会変更」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 「クラブ・デー」 

2/20 

 
京都南 「未定」 

京都先端科学大学 学長 前田 正史様 

（木） 京都北 ―ロータリー創立記念例会― 

 
京都洛北 

「『現代芸術の普及』～MUZ ART PRODUCE 
の活動～」 MUZ ART PRODUCE代表取締役  

カルドネル 佐枝様 

 京都洛東 「私の履歴書」  会員 古原 英男君・未定 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「国際奉仕部門フォーラム」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

 ｢ロータリー情報フォーラム」 

 
京都さくら 

～新入会員スピーチ～ 
「自己紹介」大原三花様、「未定」田中昭義様 
「未定」吉村 恒介様 

 
京都乙訓 

「京都乙訓ロータリークラブのために贈る言葉」
～創立50周年に際して～ 

パストガバナー補佐 中澤 忠嗣様 

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/ 


