
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 

１０-１１月の行事予定 

◆クラブ内行事     

 １０月 ７日（木）  通常例会 理事役員会 
 １０月１４日（木）  休会 
 １０月２１日（木）  通常例会 
 １０月２８日（木）  クラブ・デー 通常例会 
  役員指名委員会 
 １１月 ４日（木） 通常例会 理事役員会 
 １１月１１日（木）  通常例会 
 
＊９月～１２月のほろにが会は新型コロナウィルス収束の見通し 
   が立っていない現状を考慮して中止となりました。 
  
 

   

 

◆地区行事 

１０月１０日（日） 嵐峡の清流を守る会 河川清掃活動 

 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 10：00～11：00 

１０月３１日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） ｾｸｼｮﾝ1-3 

 第2650地区RLIパートⅡ（WEB研修会） 

 9：10～12：15              （井上会員） 

１１月 ７日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） ｾｸｼｮﾝ4-6 

 第2650地区RLIパートⅡ（WEB研修会） 

 9：10～12：15              （井上会員） 

１１月１４日（日） 川クラブ 芦屋川RC 「創立３０周年記念式典」 

 ホテル竹園芦屋 13：00受付 13：30～15：00 

（井上会員、上原会員） 

 

 

 

週報 Ｖｏｌ．３２-６  第１４６６回例会  ２０２１年１０月７日 
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「短距離走」 

京都市ふしみ学園 アトエやっほぅ！！ 

嶋津  仁さん 



 ２０２1年１０月７日（木）  第１４６６回例会  Vol.３２－６ 

１．本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

２．１０月２日（土）、瀬田ゴルフコースにおいて 

 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が開催されました。 

３．１０月１０日（日）、嵐峡の清流を守る会「河川 

 清掃活動」が行われます。多数のご参加よろしく 

 お願い致します。 

４．次週の例会（１０/１４）は休会です。 

５．佐賀県・長崎県「令和３年８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、１００万円の寄付が行われました。 

 （９月１３日送金） 

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」 

       森   正廣会員、 内田 勝彦会員 
  

閉会点鐘    13：30   

 クールビズ実施中 

実施期間： ７月～１０月末 

 

  

嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０２１年１０月１０日（日） 小雨決行 
 

時 間：   午前１０時～１１時 
 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 
 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い  

 

◆事務局移転のお知らせ 
八日市南ＲＣ 
 移転日：９月２５日（金） 
 移転先：八日市ロイヤルホテル２Ｆ 
  ※例会場の変更はございません。 
 

◆ロータリーレートについて 
日本事務局より、１０月のレートは１ドル１１２円と 
お知らせが届きました。 

 

ロータリーの友のあゆみ・・・ 
 

新しい雑誌の発行が決定 
 1952（昭和27）年4月、第60地区の大会が開催され
ました。同年7月に迎える新年度（1952－53年度）か
ら、日本の地区は、東日本と西日本の2地区に分割さ
れることに決定されていましたので、主催者も参加者
も、共に深い感慨をもって臨んだ特別な地区大会でし
た。この地区大会では、いくつかの問題が話し合われ
ましたが、その一つに、日本の2地区で共通の雑誌を
発行するとの決定がありました。これまで共に活動を
してきた日本のロータリアンが、分割されてからも緊
密に連絡を取り合い、情報を共有するための機関誌と
して、企画されたのです。 
 第1回の準備会は大阪で、当時の星野行則ガバナー
と露口四郎氏（共に大阪ロータリークラブ）が幹事役
となって、東京、横浜、京都、大阪、神戸の各クラブ
の代表者が出席して開催されました。  
 

『ロータリーの友』と命名  
 新しい雑誌について本格的
にいろいろなことが決められ
たのは、同年8月16日、岐阜市
の長良川河畔にあった大竹旅
館での会合においてです。
1953（昭和28）年1月から、 
毎月発行すること、価格を50
円とするが、広告を取って100
円分の内容のある雑誌とする
こと、名前を『ロータリーの
友』とすることなどが決定されました。 
 また、この会合では、新しい雑誌を縦書きにするか
横書きにするかで意見が分かれ、全会員による一般投
票を行ったところ、2対1の割合で、横書きが採用され
ることになりました。戦後10年もたっていなかったと
いう時代背景を考えると、この結果は、当時のロータ
リアンが、いかに先進的な考えをもっていたかを知る
ことのできるエピソードです。 
 岐阜での会合で、広告を取ることが決定したものの
当初は発行部数が3,300部にすぎなかったこと、また
戦後の混乱が少し落ち着いたというものの、まだまだ
経済的には厳しかったこともあり、広告のスポンサー
を見つけることは容易なことではありませんでした
が、創刊に携わったロータリアン自らが走り回り、苦労
して広告を取ったという逸話が残っています。 
 創刊号は富士山の表紙です。この表紙、1月号から6
月号まで、絵柄は全く同じものでした。北斎の「凱風
快晴」という題の作品です。8月号から9月号は、広重
の「舞子の濱」という作品で、表紙の写真や絵が毎月
替わるようになったのは、創刊翌年の4月号からで
す。毎月同じ絵柄の表紙とはいうものの、それぞれの
色が随分違っているのは、デザインでしょうか、当時
カラー印刷の技術が進んでいなかったためでしょうか。  
 

1953年1月号 創刊号  



８月５日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 １９名（２名）  ７６．０％ 
ご来客  ０名 

１０月は経済と地域社会の発展月間 

１０月２１日（木） 
「未定」 
       

「会員スピーチ」  

【 】 小計 2，000円 今年度累計  10,000円 
目標額 400,000円 達成率 2％ 

【 】 小計 1,000円  今年度累計  20,000円 
目標額 60,000円 達成率 32％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 万殿 慎二 

 

吉田  修 

・児嶋さん、出射さんのスピーチ楽し

 みに。 

万殿 慎二 ・児嶋会員のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 稲掛 英男、髙橋 英明、井上 正佳 

中川 俊夫、児嶋 雄二 

【 】小計 11,000円 今年度累計 83,500円 

目標額 599,400円 達成率 12％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

内山 正元 

・オリンピック、女子ソフトボールの 

 勝利に感激！ 

出射 靖生 ・コロナと熱中症に御用心。 

BOXへ  中野 孝治、吉田   修 

【ニコニコ箱】 小計 27,000円 今年度累計  177,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 12％ 

井上 正佳 ・両巨頭のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 児嶋 雄二、中野 孝治、三田 昌資 

中川 俊夫 

出射 靖生 ・本日スピーチさせていただきます。 

 

谷口 泰義 

・出射さん、児嶋さんのスピーチを楽し

 みに。 

 

髙橋 英明 

・出射さん、児嶋さんのお話し楽しみ 

 にしてます。 

 

稲掛 英男 

・出射会員、児嶋会員のスピーチ楽し

 みに。 

王   杲 ・コロナ毎日増加、御用心！ 

 

吉田  修 

・オリンピックようやく終わりますね。

 真夏の夢でしたね。 

森  正廣 ・大学ゼミ同窓会、関西再会。 

德田 正彦 ・お盆先祖に供養。 

林  良訓 ・もういや暑すぎです。 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 157,500円 
目標額 720,000円 達成率 19％ 1人当たり24,000円以上 

 

林  良訓 

・出射、児嶋両氏のお話人生のささえ

 とします。 

万殿 慎二 ・出射会員のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 德田 正彦、吉田  修、井上 正佳 

中野 孝治、三田 昌資 

 

菱田 匡樹 

・出射会員、児嶋会員のスピーチ楽し

 みにしております。 

 

王   杲 

・出射さんと児嶋さんのスピーチを楽し

 みに。 

内山 正元 ・コロナ感染者の増加が気味悪いです。 

森  正廣 ・義兄の４９日済みました。 

稲掛 英男 ・暑いですネ。 

  出射 靖生会員    児嶋 雄二会員     

 

川クラブ／芦屋川ＲＣ 

創立３０周年記念式典のご案内 
 

 日時 ２０２１年１１月１４日（日） 

 受付 １３時００分～ 

 記念式典 １３時３０分～１５時００分 

 場所 ホテル竹園芦屋 ３階 「飛鳥の間」 

 ご来場、もしくはZOOMでの参加となります。 

 多数のご参加お願いいたします。 

 

公益財団法人 国立京都国際会館 

記念植樹の募集について 
 

【植樹場所】 国立京都国際会館内  

【費  用】   ６万円（法人）/３万円（個人）  

【記念植樹】 梅、桜  

【応募期間】 第１回目：8 月 10 日～9 月 10 日 

    第２回目：10 月 11 日～11 月 11 日 

【植樹式】 2021 年 12 月（予定）  

【応募先】 国立京都国際会館 記念植樹担当宛       

  メール：choutatsu1@icckyoto.or.jp  

       FAX：075-705-1100  

 ※但し、一次募集でかなりの応募があり、当選する 

  確度は大変厳しい状況のようです。 



10/13 
京都 

- 夜間例会 – 18:00～19:00          ▲ 
「秋の夕べ、お馴染みの名曲のミニリサイタル」 

出演：オトンヌ(automne) 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                 × 
 「奉仕プロジェクト部門第２回クラブフォーラム」    

 京都北東 「クラブデー」                     × 

 京都嵯峨野 「休会」                       × 

 京都朱雀 「クラブデー」                    × 

10/14 

 
京都南  12：15 「米山奨学会への感謝」            〇 

米山奨学生 ニュエン ティ トゥ ジャンさん 

（木） 京都北 「臨時休会」                    × 

 京都洛北 「クラブデー」                    ▲ 

 京都洛東 「日本が私に教えてくれたこと」        × 
米山奨学生  ドー フォン タム様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「米山奨学生スピーチ」             × 
米山奨学生  黄   海洪様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

－米山スピーチ－                × 
「桜が美しく咲き誇る日出る国での思い」  

米山奨学生  李   京兆様  

 京都さくら 
18：30 

「第２回はぐるま例会「秋の夜長を楽しむ会」 
                           ▲  

 京都乙訓 クラブデー                       × 

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  

10/8 
京都東 

「宋人『桑枝黄鳥(くわえだこうちょう)』の模写作
品から見る模写制作の過程と花鳥画について
の話 」     米山奨学生  朴 彩完 さん ×  

（金） 京都伏見 ～ガバナー公式訪問前クラブ・アッセンブリー～ 
                            ×  

 京都洛西 「自己紹介」  新会員スピーチ        × 

 京都紫竹 「休会」                       × 

10/11 京都西 「消えた西寺の発掘調査」 京都産業大学 
     文化学部客員教授   鈴木 久男様 × 

（月） 京都紫野 第1回クラブフォーラム（社会奉仕部門）   ×  

 京都中 「お月見家族例会」場所・時間変更 18：00～ 
                            ×  

 京都平安 18：30 次回の例会は10月18日（月）の開催予定になり
ます。 

10/12 京都東山 「休会」                        × 

（火） 京都西南 「国際奉仕フォーラム」              × 

 京都洛中 -米山月間に因んで-「私の故郷」        ▲ 
2021学年度米山奨学生 周梦  雪さん 

 京都洛南 「休会」                        × 


