
 

平成３１年

  RI会長 シュカール・メータ 

第2650地区スローガン 

「 活力と輝き 」 

 ＲＩＤ2650ガバナー 馬場 益弘 

７-８月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ７月 １日（木） 通常例会 理事役員会 
  ７月 ８日（木） 通常例会  
   第１回クラブ協議会（ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問準備） 
  各委員長より委員会活動計画の発表 
 ＊例会終了時間延長予定 
  ７月１５日（木） クラブ・デー 
  第１回クラブ討論会（クラブ管理運営） 
  ７月２２日（祝） 祝日休会 
  ７月２９日（木） 通常例会 

 

 
   
  
 

 

 

◆地区行事 

 ７月１７日（土） 第１回クラブ職業奉仕担当者研修会 

 京都府立京都学・歴彩館小ホール 13：30受付 

 Zoomによるオンライン参加 14：00～16：00 

（ｵﾝﾗｲﾝ参加：菱田会員） 

 ８月 ７日（土） 地区ロータリー財団セミナー 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 12：30受付 13：30～15：45 

 （児嶋会員） 
 

  ＊７月のほろにが会（7/13）は新型コロナウィルス感染拡大の 

    影響により中止となりました。 

 

 

 

 

週報 Ｖｏｌ．３２-１  第１４６１回例会  ２０２１年７月１日 

国際ロータリーテーマ 

京都桂川RC会長テーマ  

「 つなぐ 」 

会長 山本 拓生 

京都桂川ロータリークラブ 
DISTRICT 2650 CHARTERD AUGUST 21.1989 

The Rotary Club of KYOTO-KATSURAGAWA 

2021-2022 WEEKLY BULLETIN 

出射会員夫人 出射喜代子画 



 ２０２1年７月1日（木）  第１４６１回例会  Vol.３２－１ 

例会プログラム 

 

◆市内ＲＣの例会開催について 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各ロータ
リークラブの例会開催の有無、ビジター受付の対応は
クラブにより異なります。他クラブの例会出席の際に
は、事前に当事務局に確認のうえ、ご出席ください。 
 

◆例会場・例会日の変更並びに事務局移転のお知らせ 
長浜北ＲＣ  
７月１日（木）より 
 例会場 グランパレー京岩 
   滋賀県長浜市八幡中山町950-1 
  例会日 変更前 火曜日 →  変更後 木曜日 
６月２４日（木）より 
 事務局  グランパレー京岩 
※事務局の電話・FAX番号、E-mailアドレスの変更は
ございません  

開会点鐘    12：30                               

国歌斉唱 「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 

「就任の挨拶」 

   会長   山本 拓生会員 

  副会長   王    杲会員 

   会長エレクト  井上 正佳会員 

  幹事   菱田 匤樹会員 

閉会点鐘    13：30   

 

１．当クラブのHPがリニューアルされました。 

 http://katsuragawarc.com/ 

 みなさま一度ご覧ください。 

２．本日例会終了後、７月度定例理事役員会を開催

 いたします。 

３．次週の例会は、伊藤ガバナー補佐をお迎えして 

  第１回クラブ協議会を開催します。各委員長から 

 委員会活動計画の発表があるため例会終了時間の 

  延長が予想されます。 

 各委員長は活動計画の発表のご準備をお願いしま 

 す 。 

 

会長就任のご挨拶 
 

会長テーマ 「 つなぐ 」 

２０２１－２２年度 

会長 山本 拓生 
 

２０２１－２０２２年度京都桂川

ロータリークラブの会長就任にあたり  

ご挨拶申し上げます。 

  当クラブが発足したのは、平成

元年で、私はまだ 高校生でラグビーに励んでいまし

た。ロータリークラブの門をたたき、入会させて頂い

たのがちょうど１０年前になります。それからいろい

ろなことを経験させて 頂き、いろいろな方と親睦を

深めさせて頂きました。私だけでなく、家族にも貴重

な経験をさせていただきました。 

 そんなクラブの会長に、私のような若輩者がさせて

いただくことに不安と心配が募り、身が引き締まる思

いでおります。 

 Ｒ.Ｉ.会長のShekhar―Mehta（シェカール・メー

タ）氏は、会長テーマとして「奉仕しよう みんなの

人生を豊かにするために」を掲げられています。これ

は、ロータリアンにもっと行動し、もっと成長せよ、

そしてインパクトをもたらす奉仕プロジェクトを実行

し、そのために会員を増やし参加者の基盤を広げよう

ということを意味しています。 

 これを受けて、馬場益弘第２６５０地区ガバナーは、

スローガンを「活力と輝き」～ロータリーの基本を 

大切に～とされました。 

いずれも本質的な課題で大きく重要なものです。終息

が見えないコロナ禍において、社会のダメージは大き

く、会員増強は大変難しいのかも知れません。 

 私は、今年度のテーマを「つなぐ」といたしました。 

入会間もない頃、ロータリーソングの「手に手つない

で」を歌ったとき、幼児期の楽しい気分になったのを

覚えています。知らない間に口ずさむこともありま

す。手に手つないで 広がる友の輪・・・。コロナ禍

の大変な時期だからこそ、例会開催もままならない時

期だからこそ、ロータリアンの友だけでなく、家族、

友人、活動に関わる方々とも手をつなぎ、できる奉仕

をしていくことが大切だと思いますし、共鳴してくれ

る人を大切にしたいと思っています。 

 手に手つないで、親睦と奉仕によって友情を深め、

ロータリーの輪を広げたいと切に願っておりますの

で、ご指導ご鞭撻、ご支援とご協力を賜りますよう、 

よろしくお願い致します。 

 

 

◆前年度出席委員会 

ホームクラブ１００％出席者 

 万殿慎二会員、森 正廣会員、谷口泰義会員 

 



６月２４日（木）短縮例会  
会員数 ３０名（内出席免除１３名）  
出席者 ２１名（４名）  １００％ 
ご来客  ０名 

【ニコニコ箱】 小計 111,000円 今年度累計 897,880円 
目標額 1,300,000円 達成率 69％ 

【 】小計 13,000円 今年度累計 685,120円 

目標額 726,000円 達成率 94％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

 

 

万殿 慎二 

・京都桂川ロータリークラブの皆様 

 １年間ありがとうございます。 

 内田幹事、菱田SAA 

 １年間お世話になりました。 

内田 勝彦 ・一年間お世話になりました。 

 

末永  寛 

・万殿さん、内田さん 

 １年間御苦労様でした。 

 

森  正廣 

・万殿会長、内田幹事 

 ごくろうさんでした。 

７月８日（木） 
 

「第１回クラブ協議会」 
 ＲＩ第2650地区京都市域 第2グループ 
 ガバナー補佐 
 京都洛西ＲＣ会員     伊藤 哲雄様 

 

万殿 慎二 

・最後まで財団への寄付 

 ありがとうございました。 

 

内田 勝彦 

・色々急な変更やお願いに御協力いた 

 だきありがとうございました。 

BOXへ 田中  守、井上 正佳 

「次年度への引継ぎ」 

BOXへ 万殿 慎二、田中  守、三田 昌資 

井上 正佳 

BOXへ 児嶋 雄二、三田 昌資、中野 孝治 

井上 正佳 

上原 従正 ・世界にいいことをしょう 

 

吉田  修 

・またまた東京の感染者が増えてきま

 した。オリンピックやめる？？ 

 

瀬田 保二 

・万殿丸大変な一年でした。 

 御苦労様でした。 

 

王   杲 

・会長、幹事及び理事の皆様 

 一年間お疲れ様でした。 

髙橋 英明 ・１年間ありがとうございました。 

吉田  修 ・万殿さん 本当にごくろうさまでした。 

 

田中  守 

・万殿会長、内田幹事 

 お世話になりました。 

【 】 小計 1,000円  今年度累計  128,000円 
目標額 66,000円 達成率 193％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 5,000円   今年度累計 107,500円 
目標額 400,000円 達成率 27％ 

BOXへ 中野 孝治 

BOXへ 万殿 慎二 

 

上原 従正 

・皆様ご無沙汰でした、万殿丸の無事 

 帰港と山本丸の出港を祝して。 

中川 俊夫 ・万殿会長、ご苦労様でした。 

 

山本 拓生 

・万殿会長、一年間ありがとうござい

 ました。 

 

谷口 泰義 

・久し振り皆様にお目にかかり嬉しく 

 存じます。 

出射 靖生 ・皆さん久し振りですね。 

林  良訓 ・今、ワクチンしてきました。 

德田 正彦 ・ひ孫出来ました。 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 1,016,500円 

目標額 792,000円 達成率 128％ 1人当たり24,000円以上 

菱田 匤樹 ・１年間ありがとうございました。 

 

瀬田 保二 

・万殿丸大変な一年でした 

 しかし、皆元気で何よりです。 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を祈念して。 

 

吉田  修 

・本日、２回目のコロナワクチン接種を 

 してきました。 

 

内田 勝彦 

・稲掛先生、ワクチン接種お世話になり 

 ます。 

德田 正彦 ・皆様久しぶりですね。 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて 

万殿 慎二 ・次年度のために 

吉田  修 ・みなさん、本当に久しぶりです。 

「創立30･31周年の事業報告」  
   髙橋ﾊﾟｽﾄ会長 

万殿会長、山本会長ｴﾚｸﾄ、内田幹事、菱田次年度幹事 

米寿のお祝い贈呈 
  谷口会員 

５･６月会員誕生日お祝い 
  

おめでとうございます 



7/2 京都東 「 新年度にあたって 」               × 
会長・副会長・幹事・会計・S.A.A. 

（金） 京都伏見 ～竹中徹男会長・大田勝幹事就任挨拶～ × 

 京都洛西 「会長、幹事 就任挨拶」            × 
  会長 辰馬 雅子様、幹事 桐木 孝和様  

 

京都紫竹 

「就任挨拶」会長 坂 栄二会員、副会長 兼任    
 会員増強理事 元氏 功会員 
 副会長 礪波 修会員、会計 長嶋芳廣会員 
 幹事 田中元子会員              × 

7/5 京都西 「就任挨拶」  会長、会長エレクト、副会長 
        幹事、理事、会計、会場監督  × 

（月） 京都紫野 「理事就任挨拶」                  × 

 京都中 「未定」 

 京都平安 18：30 「2021－22年度 会長・幹事 所信表明」  × 

7/6 京都東山 「未定」 

（火） 
京都西南 

2020-21年度第３回クラブアッセンブリー   × 
2021-22年度第1回クラブアッセンブリー 

ＲＩ第2650地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 伊藤 哲雄様 

 京都洛中 「就任挨拶」          役員及び理事  ▲ 

 京都洛南 「会長・幹事 就任挨拶」            × 
会長 福田 利生様、幹事 杉井 康夫様 

7/7 京都 「随処作主」                    ▲ 
2021-22年度 会長  立木  貞昭様 

（水） 
京都西北 

「就任の挨拶」          理事・役員  × 
「第１回クラブアッセンブリー～ガバナー補佐 
をお迎えして～」 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 伊藤 哲雄樣 

 京都北東 「未定」 

 京都嵯峨野 「未定」 

 
京都朱雀 

「就任挨拶」  会長 大友 義博会員    × 
副会長 田口 保志会員、幹事 大谷 裕三会員 

 会長エレクト 木村 雄太郎 会員 

7/8 

 
京都南 「ガバナーアドレス」                × 

RI第2650地区ガバナー 馬場 益弘様 

（木） 京都北 「臨時休会」                    × 

 京都洛北 「クラブデー」                    ▲ 

 京都洛東 「就任挨拶」                    × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

第２回クラブ協議会               × 
「理事・役員 就任挨拶」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「本年度活動方針」 Ｓ.Ａ.Ａ. 萩原 暢子様× 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長   山内 克己様 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長    伊東 一 壽様 

 
京都さくら 

第１回クラブ・アッセンブリー          ▲ 
「ガバナー公式訪問前」 RI第2650地区 

ガバナー補佐 伊藤 哲雄様 

 京都乙訓 「クラブ協議会」～公式訪問にむけて～   × 
RI第2650地区ｶガバナー補佐 民秋 康典様 

2021-2022年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 山本 拓生 

副会長 （役員） 王   杲 

会長エレクト （役員） 井上 正佳 

直前会長 （役員） 万殿 慎二 

幹事 （役員） 菱田 匤樹 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 三田 昌資 

親睦 （理事） 太田 勝彦 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  内山 正元 

ニコニコ  藤井文治郎 

ソング  吉田  修 

出席  中川 俊夫 

炉辺・川クラブ 上原 従正 

職業奉仕 （理事） 髙橋 英明

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 森  正廣 

青少年奉仕 （理事） 中野 孝治 

国際奉仕 （理事） 林  良訓 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 児嶋 雄二 

広報 （理事） 出射 靖生 

会員増強   王   杲 

戦略計画   井上 正佳 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  万殿 慎二 

副幹事   吉田  修 

   織田 鉄也 

       （書記兼）中野 孝治 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   谷口 泰義  

   中野 孝治  

 

 
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/ 

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 

〇…ビジター受付を行っているクラブ 
▲…ビジター受付はあるが、例会には参加できないクラブ 
×…ビジター受付を行っていないクラブ  


