
 

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 」 
- ロータリーの基本を大切に - 

 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 
  ８月 ５日（木） 通常例会 理事役員会 
  ８月１２日（木） 休会 
  ８月１９日（木） クラブ・デー 
   第２回クラブ討論会（青少年） 

 

 
   
  
 

 

 

◆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．３２-２  第１４６２回例会  ２０２１年７月８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８日（木）  第１４６２回例会  Vol.３２－２ 

例会プログラム 

 

◆ロータリーレートについて 
日本事務局より、７月のレートは１ドル１１１円と 
お知らせが届きました。（参考：６月１０９円） 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌 「琵琶湖周航の歌」 

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 

   「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 

閉会点鐘    13：30   

１．来週の例会よりクールビズを実施いたします。 

 実施期間 ７月～１０月末 

 但し、ガバナー公式訪問（9/16）はジャケット、

 ネクタイ着用でお願いします。 

 今日の歌   「琵琶湖周航の歌」 

小口 太郎作詞 吉田 千秋作曲 

われは湖
うみ

の子  さすらいの 

旅にしあれば  しみじみと 

のぼる狭霧
さ ぎ り

や さざなみの 

志賀の都よ いざさらば 

日 時 2021 年７月１日(木) 例会終了後 
出席者 山本、王、井上、万殿、菱田、田中 
 三田、太田、髙橋、森、中野、林 
 児嶋、出射の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．表敬訪問について  
 ⇒ 前年度に続き、今年度も行わない。 
３．第１回炉辺会合について 
 ⇒ 一旦中止、ワクチンが行き渡ったタイミングで 
  人数を少なくして開催 
４．第１回クラブ協議会について 7/8（木） 
 ⇒ 伊藤ガバナー補佐を迎えて、例年通り開催 
５．第１回クラブ討論会について 7/15（木） 
 ⇒ 例会と炉辺会合についてメンバーからの意見を 
   聞く 
６．第２回クラブ討論会について 8/19（木） 
 ⇒グローバル補助金奨学生の中村さんのスピーチ 
７．上半期会費納入状況について 
８．休会会員の件（鎌野会員） 
 ⇒ 上半期の休会を承認 
９．その他 
 ⇒ ・ロータリー希望の風奨学金について 
   義捐金から会員一人当たり２千円を寄付する 
   ・クールビズについて ７月～１０月末まで 
 

 謹啓 初夏の候 貴クラブにおかれましてはますます

御隆昌のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、京都市西京ジュニア消防団に深い御理解と

御支援をいただき厚く御礼申しあげます。 

 さて、当ジュニア消防団は、昨年度、コロナ禍という

未曽有の事態のなか、十六名もの増員となりました。 

 これも、貴クラブから、当ジュニア消防団の活動に

対し過分なる御寄付を賜り、これまで実施してまいり

ました各種事業の実績の賜物と役員一同深く感謝申し

上げます。 

 当ジュニア消防団では、小学校高学年の児童に対し、

幅広い体験を通じて防火防災知識・技能を身に着ける活

動を、さらに充実させていく所存でございます。 

 本来ならば拝眉の上、御礼申し上げるところではご

ざいますが、まずは略儀ながら書面にて御報告と御礼

申し上げます。 

 今後とも当ジュニア消防団に変わらず御支援を賜り 

ますよう重ねてお願い申

し上げます。   敬白 

 

令和三年六月二十八日 
 

京都市西京ｼﾞｭﾆｱ消防団  

代表幹事 山本 高嗣  

  

 前年度、西京消防署に西京ジュニア消防団への

寄付金をお渡ししたところ、お礼状と感謝状が届

きましたのでご紹介いたします。 

前年度ホームクラブ１００％出席者の表彰 

 中川出席委員長、森会員、万殿会員、谷口会員と山本会長 



７月１日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 ２６名（４名）  ９６．３％ 
ご来客  １名 

【ニコニコ箱】 小計 74,000円 今年度累計  74,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 5％ 

安田  勝 ・山本執行部の船出を祝して。 

田中  守 ・山本会長、菱田幹事 就任を祝して。 

上原 従正 ・山本丸の出港を祝して。 

林  良訓 ・山本、菱田丸の船出を祝って。 

７月１５日（木） 
 

クラブ・デー 
「第１回クラブ討論会」（ｸﾗﾌﾞ管理・運営） 
 

     太田 勝彦会員 

「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 匡樹会員 

BOXへ 児嶋 雄二 

稲掛 英男 ・山本丸の出航を祝して。 

内田 勝彦 ・祝、山本丸出航 

末永  寛 ・山本さん、菱田さん１年間よろしく 

 

 

瀬田 保二 

・山本丸の船出を祝って。 

 安田先生のお元気な姿を拝見出来て 

 うれしいです。 

 

德田 正彦 

・山本新会長始め役員各位 

 一年よろしくお願いします、 

 

森  正廣 

・山本会長、菱田幹事  

 今年度よろしく 

 

出射 靖生 

・新会長ならびに理事の皆さん１年間 

 よろしく 

中川 俊夫 ・山本会長ガンバッて下さい。 

三田 昌資 ・新年度 宜しくお願い致します。 

 

中野 孝治 

・山本会長１年間よろしくお願いいた 

 します。 

髙橋 英明 ・１年間よろしくお願いします。 

井上 正佳 ・新年度もよろしくお願いいたします。 

【 】 小計 3,000円  今年度累計   3,000円 
目標額 60,000円 達成率 5％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 6,000円   今年度累計  6,000円 
目標額 400,000円 達成率 1％ 

BOXへ 中野 孝治、万殿 慎二 

BOXへ 万殿 慎二 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

吉田  修 ・安田先生、ようこそ。 

谷口 泰義 ・米寿の御祝い有難うございました。 

 

万殿 慎二 

・山本会長、菱田幹事 １年間よろしく 

 お願い致します。 

 

太田 勝彦 

・山本会長、菱田幹事殿 

 新年度よろしくお願いします。 

 

王   杲 

・新年度山本会長、菱田幹事と会員の

 皆様宜しくお願い致します。 

内山 正元 ・山本会長、菱田幹事 今年一年よろしく 

藤井文治郎 ・ニコニコ寄付金宜しくお願いします。 

吉田  修 ・新年度 山本会長、期待しています。 

 

山本 拓生 

・役員・理事の皆様よろしくお願いし 

 ます。頼りにしています。 

 

德田 正彦 

・万殿前会長、役員各位を始め 

 一年間御苦労様でした。 

BOXへ 三田 昌資、井上 正佳、田中  守 

吉田  修、万殿 慎二 

王   杲 ・新年度はコロナ休会なくなる様に。 

稲掛 英男 ・山本丸の出航を祝して。 

【 】 小計 31,000円 今年度累計 31,000円 
目標額 720,000円 達成率 4％ 1人当たり24,000円以上 

内田 勝彦 ・今週はずっと雨のようですね。 

内山 正元 ・新年度を祝して。 

谷口 泰義 ・新役員の方々ごくろうさんです。 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を願って。 

 

瀬田 保二 

・山本丸の船出を祝って、安田先生の

 元気なお姿を拝見して嬉しいです。 

出射 靖生 ・やっと梅雨の季節らしくなりました。 

 

末永  寛 

・上原さん 色々とありがとうござい

 ます。 

林  良訓 ・安田先生おかわりなくお元気そうで 

【 】小計 28,000円 今年度累計 28,000円 
目標額 599,400円 達成率 5％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

山本 拓生 

・１年間よろしくお願いします。 

 お助け下さい。 

菱田 匡樹 ・本日から宜しくお願いします。 
稲掛 英男 ・山本丸の出航を祝して。 

 

吉田  修 

・２回目コロナ接種後、３日間しんど

 かったです。 

 

内田 勝彦 

・新役員の皆様 

 今年一年お世話になります。 

林  良訓 ・また新しい年が来ましたね。 

内山 正元 ・皆様、おひさしぶりです。 

 

万殿 慎二 

・本年度も財団地区委員をします。 

 よろしくお願い致します。 

上原 従正 ・財団の活動に寄せて。 

BOXへ 田中  守、井上 正佳、三田 昌資 

児嶋 雄二 

山本会長 王副会長 

井上会長ｴﾚｸﾄ 菱田幹事 



7/9 京都東 「菅公と北野御霊会」 北野天満宮宮司 
       京都北R.C.会員 橘 重十九様 × 

（金） 京都伏見 ～理事・役員就任挨拶～            × 

 京都洛西 「就任挨拶」            理事・役員 × 
 

 
京都紫竹 

「理事就任挨拶」 林 一樹会員 
井上弘之会員、冬廣憲二会員、新造一夫会員 

田中裕芳会員 × 

7/12 京都西 「私の職業と歓び」                 × 
会員 高橋 晴男様、吉田 安成様 

（月） 京都紫野 「『人を大切にする企業』への取組をご提案!」   
    特定社会保険労務士 小林 新治様 × 

 

京都中 

「京都市立朱雀第三小学校の総合的な学習の
時間について」 京都市教育長 稲田 新吾様 
京都市立朱雀第三小学校校長 清水 玲子様 

 ×  

 京都平安 18：30 「コロナ旋風に巻き込まれて私は…」     × 
ピアニスト&作曲家 FM京都DJ 山本 有子様 

7/13 京都東山 「ガバナー公式訪問」（京都東RCと合同）  × 
RI第2650地区ガバナー    馬場 益弘様 

（火） 京都西南 「理事役員就任挨拶」 クラブデー      × 

 京都洛中 「就任挨拶」   クラブ研修リーダー及び理事▲ 

 京都洛南 「理事・役員就任挨拶」    辻井    博様 × 
山仲 修矢様、西芝   実様、辻  宗和様 

7/14 京都 「ガバナー公式訪問所感」           ▲ 
R.I.第2650地区ガバナー    馬場 益弘様 

（水） 京都西北 「ガバナー公式訪問所感」→１５日(木）   × 
RI第2650地区ガバナー  馬場 益弘樣 

 京都北東 「創立記念例会」「就任挨拶」 理事・役員 × 

 京都嵯峨野 「第２回クラブ・アッセンブリー」        × 

 京都朱雀 クラブ・デー「就任挨拶」            × 

7/15 

 
京都南 

「就任挨拶」      幹事 伊藤 英彰様 × 
会計 河合 典之様、ＳＡＡ 前田 大介様 

   会員組織理事 木下 博史様 

（木） 京都北 -新入会員スピーチ- ｢未定｣         × 
会員 大屋 重弘様 

 京都洛北 「理事就任挨拶」                 ▲ 

 京都洛東 「就任挨拶」                    × 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

8：00 

「子どもたちの「探究」「深い学び」 を育む 
－ジュニアタイムズが目指すもの－」 
京都新聞社 メディア局 読者交流センター長   
  ジュニアタイムズ編集長 石﨑 立矢様  × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「ガバナー合同公式訪問所感」        × 
RI第2650地区ガバナー    馬場 益弘様 

 京都さくら 「ガバナー公式訪問所感」           ▲ 
RI第2650地区ガバナー    馬場 益弘様 

 京都乙訓 「ガバナー公式訪問所感」           × 
RI第2650地区ガバナー    馬場 益弘様 

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  


