
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 

８-９月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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 理事役員会 
  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 
  ９月２３日（祝） 祝日休会 

 

 
   
  
 

 

 

◆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～ （山本会長、菱田幹事） 
 

 ８月２８日（土） 第１回青少年奉仕担当者会議   （中野会員） 

 ZOOMによるオンライン会議 13：00～15：30 
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「むらさきクラゲ」 

京都市ふしみ学園 アトエやっほぅ！！ 

下嶋 千佳さん 



 ２０２1年８月５日（木）  第１４６５回例会  Vol.３２－５ 

例会プログラム 

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 

  「会員スピーチ」  

        出射 靖生会員 

        児嶋 雄二会員 
  

閉会点鐘    13：30   

１．本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

２．８月７日（土）京都ホテルオークラにおいて

 地区ロータリー財団セミナーが開催され、児嶋会員

 が出席されます。 

３．８月８日（日）メルパルク京都において、クラブ

 米山奨学委員長会議が開催され、児嶋会員が出席

 されます。 

４．次週、８月１２日（木）の例会は休会です。 

 

◆子ども食堂とともに歩むロータリークラブ 
 
 皆さんは、「子ども食堂」をご存知ですか？ 
「夏休みに、一日の食事がバナナだけ」というお子さ
んがいることを知った東京都大田区の八百屋さんが、
ご飯を食べさせてあげたことから「子ども食堂」は始
まりました。それから９年、今では日本中に、約5000
カ所もの「子ども食堂」ができました。地域のボラン
ティアグループなどが運営する子ども食堂では、無料
または安い金額で食事を用意しています。本当に空腹
なお子さんもいれば、わいわい楽しいから来るお子さ
んもいます。「こども食堂が、唯一の外食」というシ
ングルマザーの親子も来ます。「一人で食べるご飯は
つまらない」と言って、子ども食堂のボランティアを
してくれるおじいちゃんもいます。学校には足が向か
ない中学生がお子さんの遊び相手になってくれたり、
大学生が宿題を教えたり、それぞれの思いやりと優し
さが集まって“心休まる居場所”となっているのが
「子ども食堂」なのです。 
 

ロータリーで広がった子ども支援活動 
 
「子ども食堂をやりたいけど、自分ではできないなぁ
～そうだ！それなら、子ども食堂の支援をやろう！」 
そう思い立ったのが４年前。 
愛知県内の子ども食堂運営者さんたちのネットワーク
を支える形で、「ロータリー地域社会共同隊」
（Rotary Community Corps、略称RCC）を結成しました。
今では、子ども食堂のみならず、学習支援団体、ひとり
親支援団体、生活困窮者支援団体や行政などとも連携
して、子どもの貧困や教育格差に立ち向かう奉仕活動
を行っています。 
 2020年のコロナ禍の中、この奉仕活動は大きく広が
りました。子ども食堂は、フードパントリーや宅配弁
当などで、地域の食を支えるようになったのです。 
そのためには、たくさんの食料支援が必要でした。 
さあ、ロータリークラブの出番です！ 
 私が所属している国際ロータリー第2760地区（愛知
県全域）すべてのクラブに、「食料支援のお願い」を
送ったところ、たくさんの食料品が次から次へと届き
子ども食堂から地域の方々へ配られました。今でも食料
支援は続き、ありがたいことに、クラブを越え、分区
を越え、どんどん規模が大きくなっています。例会が
休会になった資金を充ててくださったクラブ、毎週冷
蔵便でお惣菜を配達してくださる食品メーカーのロー
タリアン、毎月たくさんのお米を送ってくださるロー
タリアン有志の会、季節ごとの高級お菓子を送ってく
ださるお菓子メーカーのロータリアンなどなど……。 
ロータリークラブのありがたさ、ロータリアンの友情
に感謝の日々です。 
 子ども食堂や学習支援の運営者さんからは、「ロー
タリークラブのおかげで活動を続けられる」といった
感謝のお言葉もたくさんいただき、奉仕活動の原動力
となっています。 

 クールビズ実施中 

実施期間： ７月～１０月末 

 
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 
 
参加予定者 
    林会員、井上会員、児嶋会員、太田会員 
   王会員、山本会員 
 
※ 次年度当クラブがホストクラブになる予定です。 



７月２９日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 ２２名（４名）  ８１．４８％ 
ご来客  ０名 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

８月１９日（木） 
クラブ・デー 
第２回クラブ討論会（青少年） 
  グローバル補助金奨学生 中村 友香さん 

「就任の挨拶」  

【ニコニコ箱】 小計 18,000円 今年度累計  150,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 12％ 

 

 

王   杲 

・今日突然に会長代理で出席です。 

 ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願 

 い致します。 

BOXへ 中川 俊夫、中野 孝治、三田 昌資 

髙橋 英明、万殿 慎二、稲掛 英男 

瀬田 保二 ・暑中お見舞い申し上げ万寿。 

井上 正佳 ・卓球、伊藤美誠選手の勝利を祝って‼ 

林  良訓 ・ガンバレニッポンチャチャチャ 

内田 勝彦 ・日本人のがんばりに毎日涙してます。 

出射 靖生 ・金メダル多くとれそうですね。 

 

吉田  修 

・メダルラッシュに感激しますね。 

 選手の熱闘に拍手！ 

 

森  正廣 

・敦賀、立石美岬、常宮神社参拝 

 灯台も良かったです！ 

【 】 小計 2，000円 今年度累計  8,000円 
目標額 400,000円 達成率 2％ 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 138,500円 
目標額 720,000円 達成率 19％ 1人当たり24,000円以上 

【 】 小計 7,000円  今年度累計  19,000円 
目標額 60,000円 達成率 32％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 内田 勝彦、中川 俊夫、三田 昌資 

上原 従正 ・ポリオも撲滅しょう 

 

谷口 泰義 

・コロナに打ち勝って 

 お役の方々頑張って下さい。 

瀬田 保二 ・暑中お見舞い申し上げ万寿。 

BOXへ 王   杲、井上 正佳、三田 昌資 

万殿 慎二、稲掛 英男、末永  寛 

吉田  修、児嶋 雄二 

内田 勝彦 ・毎日暑すぎてまっ黒になりました。 

林  良訓 ・暑中お見舞い申しあげます。 

出射 靖生 ・暑い日が続きますね、熱中症に御用心。 

上原 従正 ・暑中お見舞します。 

菱田 匡樹 ・王副会長 本日宜しくお願いします。 

 

林  良訓 

・山本会長、菱田幹事、三田ＳＡＡ 

 ガンバレ 

BOXへ 稲掛 英男、万殿 慎二、井上 正佳 

児嶋 雄二 

森  正廣 ・オリンピック開催して良かったですね。 

【 】小計 12,000円 今年度累計 72,500円 
目標額 599,400円 達成率 12％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

吉田  修 

・２週間続けて休みました。 

 いたって元気です。 

内田 勝彦 ・大橋さん 新しい滋賀県の星です。 

BOXへ 吉田  修、中野 孝治 

三田 昌資会員 内田 勝彦会員 

髙橋 英明会員 瀬田 保二会員 

 

◆米山初の紺綬褒章受章者が誕生！ 
 
 国際ロータリー第2630地区（岐阜県・三重県）上野
ＲＣの丸山統正氏が５月２９日、紺綬褒章を受章し
ました。 
 ７月６日の同クラブ例会にて褒章伝達式が行われ
出席した当会の水野 功副理事長から丸山氏へ褒状が
贈られました。 
 丸山氏は昨年６月、長年にわたって収集してきた
故 平山郁夫氏の版画を売却した代金の一部を当会へ
ご寄付いただきました。この多大なご支援により、
当会から国へ紺綬褒章の授与対象として申請し、閣
議決定を経て、このたび紺綬褒章授与が決定しまし
た。 
 紺綬褒章は公益のために私財を寄付し、その功績
が顕著な個人や団体に対し、天皇陛下から授与され
る褒章です。当会では2018年９月に紺綬褒章の公益
団体認定を受けて以来、初めての受章者が誕生した
こととなります。心よりお祝い申し上げます。 



8/6 京都東 「（仮）長尾先生との思い出 」          × 
会員 中田 幹男様 

（金） 京都伏見 「京都サンガＪ１復帰へ！」（仮）㈱京都パープル 
 サンガ 代表取締役社長 伊藤 雅章様  ×       

 京都洛西 「ゴルフ同好会活動について」 ゴルフ同好会 
  世話人 会員 田中雅弘様、吉川裕丈様 × 

 
京都紫竹 

「光とアートの世界を繰り広げるチームラボ（テクノ
ロジーを活用したシステムとデジタルアート）」 × 
チームラボ関西エリアマネージャー 大木絵美様 

8/9 京都西 「振替休日休会」                 × 

（月） 京都紫野 「振替休日休会」                 × 

 京都中 「振替休日休会」                 × 

 京都平安 18：30 次回の例会は8/23（月）の開催予定になります 

8/10 京都東山 「休会」                        × 

（火） 
京都西南 

「会長年度を振り返って」            × 
２０１９～２０２０年度会長 木村吉男会員 
２０２０～２０２１年度会長 今西 到会員 

 京都洛中 「休会」定款第８条 第1節（C）項により休会 × 

 京都洛南 「休会」                       × 

8/11 京都 「休会」（クラブ定款第7条第1節(d)-(1)、(f)による）       
                           〇 

（水） 京都西北 「休会」（クラブ定款第7条第1節(d)-(1)、(f)による）  
                           × 

 京都北東 「休会」                       × 

 京都嵯峨野 「休会」                       × 

 京都朱雀 「休会」                       × 

8/12 

 
京都南  12：15 「休会」                       × 

（木） 京都北 「休会」                       × 

 京都洛北 「休会」                       × 

 京都洛東 「休会」                       × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」                       × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」                       × 

 京都さくら 
18：30 

「休会」                       × 

 京都乙訓 「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  


