
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） 
  ８月２６日（木） 通常例会 
  ９月 ２日（木） 通常例会 
  ９月 ９日（木） 通常例会 
  ９月１６日（木） ガバナー公式訪問 ｻﾞ･ｻｳｻﾞﾝﾄﾞｷｮｳﾄ 
  京都西南RCと合同例会 

 

 
   

 

 

◆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） 

 ８月 ８日（日） クラブ米山奨学委員長会議 

 メルパルク京都 13:30受付 14：00～16：00 

（児嶋会員） 

 
 

   

 

週報 Ｖｏｌ．３２-３  第１４６３回例会  ２０２１年７月１５日 

  RI会長 シュカール・メータ 

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１５日（木）  第１４６３回例会  Vol.３２－３ 

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 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ 」 

今日の歌 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌 」 

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 

   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 
 

閉会点鐘    13：30   

１．次週の例会は祝日休会です。 

２．８月のほろにが会（8/10）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。 

３．今年度の「ガバナー杯野球大会」は前年度に続き 

 中止となりました。次年度も引き続き長浜東ＲＣ

 がホストを務められ開催される予定です。 

４．静岡県熱海市「令和３年７月豪雨災害」復興支援金

 として、２６５０地区から地区災害対策基金を拠

 出し、２００万円の寄付が行われました。 

 （７月８日送金） 

 

◆博士号取得状況 
 

２０２０学年度に博士号を取得した奨学生・学友は 
６３人、これまでの 累計は ３,８４９人となりまし
た（６月１１日現在）。米山記念奨学会では、博士号
を取得した奨学生・学友へお祝いの腕時計を贈呈して
います。裏ぶたに氏名を刻印した世界に一つだけの腕
時計です。従来品の製造終了に伴い、7 月以降の申請
から新しい腕時計となります。博士号を取得した奨学
生・学友がいましたら、当会事務局へご報告ください 
 
・奨学期間終了後の取得でも対象です 
・お届け先は、原則として世話クラブです 
・完成まで約 2 週間かかります  

 
   「書画合同展」および 
        「学生書法合同展」の報告 
 
 ２０２１年６月１５日～６月２０日の５日間、京都市
京セラ美術館において、我院が主催する第３７回  
日本・京都、中国・陜西「書画合同展」及び若手育成
のための日、中、双方で開催する第６回日本、中国
「学生書法合同展」が開催されました。 
 コロナ禍での開催にも関わらず３,０００名以上の
入場者を迎え盛会裡に終了する事が出来ました。 
 以下は開催の状況です、ロータリーの皆様も国際交流
活動への御理解と御協力をお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀬田 保二会員 
京都書画院 理事長 

 

 会員誕生日お祝い   

    ６日  德田 正彦会員      

  １３日 内田 勝彦会員 

  ２６日  織田 鉄也会員 
 

 会員夫人誕生日お祝い 

    ４日  上原従正会員夫人 栄子様 

  ２３日  末永 寛会員夫人 千津子様 

  ２６日  森 正廣会員夫人 美代子様       
 

 結婚記念日お祝い 

    ７日  三田 昌資会員 

  ２５日  王   杲会員 
 

 創業記念日お祝い 

  ２０日  瀬田保二会員 ㈱賛交社 

  ２４日  中野孝治会員 なかの孝㈱ 

 

   ７月おめでとうございます 

 クールビズ実施中 

実施期間： ７月～１０月末 



７月７日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 ２４名（３名）  ９２．３１％ 
ご来客  １名 

【ニコニコ箱】 小計 26,000円 今年度累計  100,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 8％ 

ガバナー補佐 

京都洛西ＲＣ 

伊藤 哲雄様 

・貴クラブ協議会に出席させて 

 頂きます。 

 本年も宜しくお願い致します。 

 

山本 拓生 

・本日はクラブ協議会です 

 皆様よろしくお願いします。 

７月２９日（木） 
 

「就任の挨拶」 会計、SAA 
クラブ管理・運営委員長 
奉仕プロジェクト委員長 

「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 

BOXへ 中川 俊夫、田中  守 

上原 従正 ・伊藤ガバナー補佐をお迎えして。 

髙橋 英明 ・伊藤ガバナー補佐をお迎えして。 

 

井上 正佳 

・ガバナー補佐 伊藤様 

 ようこそお越し下さいました。 

王   杲 ・ガバナー補佐 伊藤様をお迎えして。 

出射 靖生 ・伊藤ガバナー補佐をおむかえして。 

 

万殿 慎二 

・伊藤ガバナー補佐 

 本日はよろしくお願いします。 

稲掛 英男 ・ガバナー補佐をお迎えして。 

児嶋 雄二 ・伊藤会員をお迎えして。 

 

内田 勝彦 

・万殿さん、先日はありがとうござい

 ました。 

 

内山 正元 

・ワクチンの一回目のショットやっと 

 終りました。 

森  正廣 ・志摩の国一の宮「伊射波神社」参拝 

德田 正彦 ・８５才の誕生日を迎えました。 

【 】 小計 5,000円  今年度累計   8,000円 
目標額 60,000円 達成率 10％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計    0円   今年度累計  6,000円 
目標額 400,000円 達成率 2％ 

BOXへ 上原 従正、中川 俊夫、林  良訓 

菱田 匡樹 ・伊藤ガバナー補佐ようこそ 

森  正廣 ・伊藤ガバナー補佐をお迎へして。 

BOXへ 田中  守、王   杲、井上 正佳 

稲掛 英男、児嶋 雄二 

林  良訓 ・雨ばかりいやになりますね。 

末永  寛 ・娘がフランスから帰って来ます。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 106,000円 
目標額 720,000円 達成率 15％ 1人当たり24,000円以上 

 

内田 勝彦 

・来週７/１３火曜日、久しぶりに「は

 でな」さんで歌わせていただきます。 

【 】小計 15,000円 今年度累計 43,000円 

目標額 599,400円 達成率 7％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

山本 拓生 ・伊藤ガバナー補佐をお迎えして。 

藤井文治郎 ・伊藤哲雄様をお迎えして。 
林  良訓 ・伊藤ガバナー補佐 ごくろう様です。 

内田 勝彦 ・毎日雨ですね。 

谷口 泰義 ・出席者表彰有難うございました。 

出射 靖生 ・東京は四度目の緊急事態宣言ですね。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、井上 正佳 

 
ポリオ根絶活動協賛 

第76回京都市内24ＲＣ懇親チャリティーゴルフ大会 
開催のご案内 

 
開催日時 ２０２１年１０月２日（土） 
  スタート午前７：２５～ 随時 
 

受付開始 ６時４０分～ 
  各スタートの３０分前までには受付を 
  お済ませ下さい 
  

開催会場 瀬田ゴルフコース 大津市瀬田橋本町12 
  ℡ 077-544-1111 
 

参加費 お一人様 ６,０００円 
 
ビジターのプレーフィーは 

東コース21,000円、西コース21,000円、北コースのみ
30,000円キャディー付、いずれのコースも規定の昼食付  

 
注意事項 
表彰式並びに懇親会は開催致しません。 
ニアピン・ドラコン等も密を避けるため 
計測出来ないと判断し賞として設けません。 
順位、表彰等は後日、各クラブ様にご連絡させて頂き
ご郵送させて頂きます。 
ポリオ根絶活動協賛金として、参加者１人の会費から
金２,０００円を充当させて頂きます。 
ゴルフに参加されない方に対してもポリオ根絶活動協
賛金として金２,０００円のみの受付も開始し寄付に
充てたいと考えております。 



7/16 
京都東 

「 ガバナー公式訪問所感 」          × 
（京都東山Ｒ.Ｃ.と合同）→13日(火)  

R.I.第2650地区ガバナー 馬場 益弘様 

（金） 京都伏見 ～会員懇親会～                  × 

 京都洛西 「公式訪問所感」（京都嵯峨野RCとの合同） 
RI第2650地区 ガバナー 馬場 益弘 様 × 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム① 創立30周年に向けて」 × 
30周年実行委員会 委員長 新造一夫会員 

7/19 京都西 「SDGｓNo16 目標と関わり」 会員 辻井  健様 
「最近のわたし」   会員 石原 義清様   × 

（月） 
京都紫野 

「事業を加速させる「事業MAPと５つの技術」」   
  社会保険労務法人 京都経営  
  特定社会保険労務士 白波瀬 隼人様  × 

 京都中 「祇園祭の神輿」祇園祭三若神輿会幹事長 
ｻﾝｹｲﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱代表取締役 吉川 忠男様  ×  

 
京都平安 18：30 

「ガバナー公式訪問所感」 →7月15日（木） 
        RI第2650地区 馬場 益弘様 × 
（京都西北RC/京都さくらRCと3クラブ合同） 

7/20 京都東山 クラブ・デー「就任挨拶」             × 
竹之内米貴様、岡武 和暁様 

（火） 京都西南 「休会」                        × 

 京都洛中 「ガバナー公式訪問所感」            ▲ 
RI第2650地区 ガバナー 馬場 益弘様 

 京都洛南 「休会」                       × 

7/21 
京都 

「今年度の活動方針」              ▲ 
正垣  肇様、角田 潤哉様、石田 宏次様 

志村 雅之様、南  忠政様 

（水） 京都西北 「休会 」（定款第８条第１節(ｃ)による）    × 

 京都北東 「スピーチなし」                  × 

 京都嵯峨野 ＜合同ガバナー公式訪問の為、例会変更＞ 
                           × 

 京都朱雀 「休会」                       × 

7/22 

 
京都南  12：15 「祝日休会」                    × 

（木） 京都北 「祝日休会」                    × 

 京都洛北 「祝日休会」                    × 

 京都洛東 「祝日休会」                    × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「祝日休会」                    × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「祝日休会」                    × 

 京都さくら 
18：30 

「祝日休会」                    × 

 京都乙訓 「祝日休会」                    × 

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  


