
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 

８ー９月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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 

 ８月 ７日（土） 地区ロータリー財団セミナー    （児嶋会員） 

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 12：30受付 13：30～15：45 
 

 ８月 ８日（日） クラブ米山奨学委員長会議    （児嶋会員） 

 メルパルク京都 13:30受付 14：00～16：00 
 

 ８月２７日（金） 賛西会会長・幹事 懇談会 

 京・嵐山 錦 18：00～ 

 

＊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。 

 

 

 

週報 Ｖｏｌ．３２-４  第１４６４回例会  ２０２１年７月２９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 
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 ２０２1年７月２９日（木）  第１４６４回例会  Vol.３２－４ 

例会プログラム 

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 「 海 」 

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」  

 会計 田中   守会員 

 SAA 三田 昌資会員 

 クラブ管理・運営委員長 太田 勝彦会員 

 奉仕プロジェクト委員長 髙橋 英明会員 
  

閉会点鐘    13：30   

１．７月１７日（土） 第１回クラブ職業奉仕担当者

 研修会が開催され、菱田幹事がZoomによるオンラ

 インで参加されました。 

２．次週例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

 ７月会員誕生日お祝い 

 德田正彦会員と山本会長 
 

おめでとうございます！ 

 

◆フィンランドの退職した医師、新型コロナワクチン 
 を数千人に接種 
 

 熱心なワクチン投与ボランティアが2人いると…？ 
 

 新型コロナワクチンが間もなく承認されるという
ニュースがフィンランドで流れ始めた1月初旬、同国
の保健当局は、沸き立つ国民に対し、ワクチン供給と
投与者の訓練に時間がかかることを伝えていました。 
 共に退職した医師であるマッティ・ホンカラさんと
ビルピ・ホンカラさんのご夫妻は、ワクチン投与者が
不足する可能性について知り、ボランティアとして活
動するために地元の医療責任者に連絡しました。  
 引退前は外科医やメディカルディレクターとして活
躍し、現在は国際ロータリー理事、そしてRaaheロー
タリークラブ会員として活動するビルピさんは、誰も
がすぐにでもワクチン接種をしたいと感じていたと、
当時の状況を話します。マッティさんは、ロータリー
のポリオプラス国別アドボカシーアドバイザーを担う
Pietari Braheロータリークラブの会員で、内科医主
任として活躍していました。そして、二人とも医師免
許を保持していました。  
「ワクチン投与者が不足すると、ほかの分野から人を
引き抜かなければならず、そうなると医療サービスが
停止してしまいます」とビルピさん。「私たちなら、
必要なときにどこにでも駆けつけることができると
思ったんです」  
 

ホンカラご夫妻が投与した新型コロナワクチンの数  
 ５，０００人以上 
 

4月末までに少なくとも1回のワクチン接種を受けた  
 Raahe住民の割合 ２５％ 

 

地球環境保全プロジェクト」 並びに 

プレイベント「グローバルフォトコンテスト実施」の 

ご案内 
 

 ２０２１－２２年度国際ロータリーは奉仕活動の 

活性化を目指して「ロータリー奉仕デー」イベント

の企画、開催をすべてのクラブに推奨しています。 

 ２０２１年２月の国際協議会で、第２８２０地区

（茨城）の新井ガバナーが、９月１２日（日）に全

世界統一で地球環境保全プロジェクト（海岸清掃）

を提案され、全世界共通の「ロータリー奉仕デー」

イベントとなりました。 

 このプレイベントとして、「グローバルフォトコ

ンテスト」が開催されます。  

応募方法など詳しくは、ＵＲＬにてご確認ください。   

   https://www.rid2820rotary.club/home 

 

◆ガバナー事務所/ガバナーエレクト事務所休局の 
 お知らせ 
８月１０日（火）～８月１３日（金） 
（土、日、祝日は通常通り休局です） 
緊急の場合は、 
幹事長     谷内 弘照（京都西ＲＣ）    
   090－7486－5696  
          E-mail  takao@jingoji.or.jp  
幹事長予定者  田中 勝（近江八幡ＲＣ）  
  090-3279-7079  
  E-mail info@kantei-t.org   

 今日の歌     「海」 

松原遠く消ゆるところ 

白帆
し ら ほ

の影は浮かぶ。 

干網
ほしあみ

浜に高くして、 

かもめは低く波に飛ぶ。 

見よ昼の海。 

見よ昼の海。  



７月１５日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 ２３名（２名）  ９２．０％ 
ご来客  ０名 

【ニコニコ箱】 小計 32,000円 今年度累計  132,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 10％ 

井上 正佳 ・太田会員、スピーチよろしくです‼ 

８月５日（木） 
「会員スピーチ」  
     出射 靖生会員 
     児嶋 雄二会員 

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 

BOXへ 末永  寛、上山 泰弘、田中  守 

稲掛 英男、中川 俊夫、中野 孝治 

三田 昌資 

王   杲 ・太田会員のスピーチを楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・太田会員、本日のクラブデーよろし

 くお願いします。 

 

児嶋 雄二 

・内田さんのステージすばらしかった

 です。 

 

谷口 泰義 

・書画合同展で日中関係が良くなる事 

 を祈ります。 

 

上原 従正 

・家内の誕生日にお花をいただき感謝

 しています。 

森  正廣 ・相差「神明神社、石神さん」参拝。 

 

山本 拓生 

・上原先生とイカ釣りに行きました。 

 大漁でした。 

出射 靖生 ・いよいよ梅雨明けですね。 

林  良訓 ・早退おわび。 

髙橋 英明 ・ワクチン第１回目終わりました。 

【 】 小計 4,000円  今年度累計  12,000円 
目標額 60,000円 達成率 20％ 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 中川 俊夫、三田 昌資 

上原 従正 ・米山奨学生のために。 

末永  寛 ・大谷選手、スゴイですね！ 

BOXへ 田中  守、上山 泰弘、井上 正佳 

 

中野 孝治 

・そろそろ梅雨もあけそうですね 

 今年は例年より暑い夏になるそうです。 

【 】 小計 12,500円 今年度累計 118,500円 
目標額 720,000円 達成率 16％ 1人当たり24,000円以上 

稲掛 英男 ・早退おわび。 

【 】小計 17,500円 今年度累計 60,500円 
目標額 599,400円 達成率 10％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

菱田 匡樹 ・クラブ・デー宜しくお願いします。 

内山 正元 ・鉾が立ちはじめています。 
 

出射 靖生 

・昨日、京都のコロナ感染者４６名と 

 増えてます。御用心。 

BOXへ 稲掛 英男、上山 泰弘、三田 昌資 

髙橋 英明、井上 正佳、万殿 慎二 

田中  守、児嶋 雄二 

 
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。 

森  正廣 ・熱中症注意 
 クールビズ実施中 

実施期間： ７月～１０月末 



7/30 
京都東 

「海外から京都東山へ –私的な物語-」 
 京都国立博物館 学芸部調査・国際連携室  
       主任専門職 リンネ マリサさん × 

（金） 京都伏見 ～新会員スピーチ～    西本 文彰会員 ×       

 京都洛西 「就任挨拶」                     × 

 
京都紫竹 

「創立記念例会」2020～21年度ロータリー財団 
補助金事業「北タイバーン・テゥンルアン校浄水  
施設・図書室改修支援事業」報告        × 

8/2 京都西 「私の職業と歓び」                 × 
会員 豊嶋  一俊様、山崎 功詔様 

（月） 
京都紫野 

「京都人が気づかない京都の魅力とは」    × 
京都外国語大学教授・グローバル観光学科長 

 ジェフ・バーグランド様 

 
京都中 

「”いぬのちから”とアニマルセラピーの現況」
一般社団法人 京都セラピードッグ協会    
      わんずぷろじぇくと 鈴木 清之様  ×  

 京都平安 18：30 「よれよれ会」会場変更                 × 

8/3 京都東山 クラブ・デー 納涼例会              × 

（火） 京都西南 クラブデー、会員増強フォーラム        × 

 京都洛中 「未定」                       ▲ 

 京都洛南 「コロナ後の日本、健康と安心と自信を取り戻
す」自由民主党副幹事長 木村 やよい様  × 

8/4 京都 -新会員スピーチ-「Ｇって何？」       ▲ 
山内 成治様 

（水） 京都西北 「会員スピーチ」                 × 

 京都北東 「京都五山の送り火 」              × 
会員増強委員長 渡辺 淳司様   

 京都嵯峨野 「就任挨拶」           理事・役員  × 

 京都朱雀 「会員増強フォーラム」 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ × 
増田典会員、 舩橋恵子会員、 上田龍一会員 

8/5 

 京都南  12：15 

「就任挨拶（理事）」 姉妹クラブ 杉本  勤様 
第1奉仕プロジェクト 村田 雅明様 
第２奉仕プロジェクト 岩﨑 一也様 

寄金プログラム 三大寺栄次郎様 × 

（木） 京都北 -新入会員スピーチ-｢自己紹介｣         × 
会員 池田 利勝様 

 京都洛北 「クラブデー」                   × 

 京都洛東 「合縁奇縁」                    × 
京都紫野RC会員 田畑 喜八様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「故秋元時男名誉会員 追悼例会」     × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「本年度活動方針」      高津 康弘様 × 
平田 喜洋様、中野 種樹様、土井 正樹様 

 京都さくら 
18：30 

「会員スピーチ「海外からの帰国14日後」   × 
神田 尚子様 

 

京都乙訓 

「退任挨拶」    会長 川岸 右文会員  × 
幹事 田原 尚樹会員 

「就任挨拶」       会長 髙間 信和会員 
幹事 黒川 泰道会員 

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  


