
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２１日（木）  通常例会 前年度会計監査 
 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 
 １１月１８日（木）  クラブ・デー 第５回クラブ討論会 
 
＊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３０日（土） 地域別職業奉仕担当者懇談会  

 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 13：30～15：30   （髙橋会員） 

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 ５日（金） 第４２回大堰川幼魚放流行事 10：30～11：15 

 嵐山通船の河川敷 

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） 

 

 

 

週報 Ｖｏｌ．３２-７  第１４６７例会  ２０２１年１０月２１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 

「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２１日（木）  第１４６７回例会  Vol.３２－７ 

１．１０月１０日（日）、嵐峡の清流を守る会「河川 

 清掃活動」が行われました。 

２．次週例会終了後、役員指名委員会 

 が開催されます。 

３．「日本のロータリー100年史」が 

 届いております。ご覧になりたい 

 方は事務局へお声掛けください。 

４．この度、日本経済新聞社１０月

 ２２日（金）の朝刊全国版にロー

 タリーの広告が一面に掲載されま

 す。日本のロータリー100周年を昨年迎えたことを

 契機に、ロータリー活動のPRと会員増強に繋げる

 ことを目的としております。ご覧ください。 

日 時 2021 年１０月７日(木) 例会終了後 
出席者 王、井上、万殿、菱田、三田、髙橋、森、 
 中野、児嶋の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．第４回クラブ討論会について 10/28（木） 
 ⇒米山奨学生のスピーチ 
４．川クラブ芦屋川RC創立30周年記念式典について 
 ⇒井上、上原、徳田の各会員が出席 
５．第５回クラブ討論会について 11/18（木） 
 ⇒万殿会員に一任 
６．台湾三重中央RC創立33周年記念例会について 
 ⇒動きなし 
７．秋の家族会について ⇒開催中止 
８．クリスマス家族例会について  
 ⇒開催する方向で進める。 
９．第３回「心の絵」展について 12/2（木）～12/7（火）  
 ⇒承認、12/2の理事会を12/9に変更 

例会プログラム 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 四つのテスト 」 

今日の歌 「 もみじ 」 

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 

  「剣道について」 

           末永    寛会員 

 閉会点鐘    13：30   

 

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」 

 出席者 井上会員、上原会員、德田会員 

 

 
 

２０２１年度社会奉仕委員会活動報告 
 

日 時  令和３年１０月１０日(日）午前１０時 

場 所  嵐山中之島公園一帯 

主催者  嵐峡の清流を守る会（呼びかけ人 天竜寺） 

参加団体 天竜寺・京都銀行・京都信用金庫・京都

 中央信用金庫・京都西南RC・プロバスク

 ラブ・京都西北RC・京都桂川RC・京都北

 嵯峨高校の９団体 

当クラブ参加者 山本会長・山本会長娘さん（咲良

 さん）・井上会員・上原会員・末永会員

 万殿会員・森の７名 

内容   天竜寺の住職の開会挨拶の後、各団体の担当

 ブロックに行って清掃活動に入りました。 

  コロナで自粛生活が長かったせいか、いつもより

 ゴミが少なく、枯葉集めが主流になりました。 

  清掃活動終了後、あらためて１１時に集合し、

 天竜寺住職の閉会宣言

 で解散となりました。 

  ご参加の皆さんお疲れ 

 さんでした。 

 天気良く、気持ちよい朝

 の運動となりました。 

  私は、そのあと桂川沿いに南下し、桂大橋から 

 西大路駅まで２時間のウオーキングを楽しみま

 した。 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

報告：森 正廣社会奉仕委員長 

10．「嵐峡の清流を守る会」協力金について⇒承認 
11．「赤い羽根共同募金」について    ⇒承認 

12．2022年決議審議会提出の議案について  ⇒提出しない 
13．その他 
 ・炉辺会合の開催について 
   年内の開催は難しい、上原委員長に従う。 



１０月７日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 ２４名（４名）  ８８．８９％ 
ご来客  ０名 

１０月は経済と地域社会の発展月間 

１０月２８日（木） 
クラブ・デー 米山月間スピーチ          
「故郷と日本との出会い」 
    米山奨学生  包   雅倫様      

「会員スピーチ」  

【 】 小計 4,000円 今年度累計  14,000円 
目標額 400,000円 達成率 4％ 

【 】 小計   0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   

 

山本 拓生 

・皆様お久しぶりです。チャリティコンペ

 は絶好のゴルフ日和でした。 

 

森  正廣 

・佐久市の「ピンコロ地蔵」さん（ぴん

 ぴんころり)に参拝してきました。 

BOXへ 井上 正佳、中川 俊夫、稲掛 英男 

髙橋 英明 

【 】小計 29,000円 今年度累計 112,500円 

目標額 599,400円 達成率 19％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

吉田  修 ・コロナやせです、２㎏やせました。 

林  良訓 ・内田さん、湖の男のスピーチ楽しみに 

BOXへ  万殿 慎二、吉田   修 

【ニコニコ箱】 小計 50,000円 今年度累計  227,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 17％ 

 

山本 拓生 

・お見舞金ありがとうございます。 

 体調も良く元気です。 

BOXへ 中川 俊夫、藤井文治郎 

 

森  正廣 

・一説には、コロナウイルスは自滅した 

 とか？ 

上原 従正 ・しばらくでした、皆様お変わりなく。 

 

吉田  修 

・みなさまお久しぶりです。お元気で

 したか？ 

瀬田 保二 ・毎日の健康に感謝して。 

出射 靖生 ・皆さんお久し振りです。 

内山 正元 ・皆様お久しぶりです。 

児嶋 雄二 ・久しぶり・・・ 

谷口 泰義 ・久し振りの例会、うれしいです。 

【 】 小計 31,000円 今年度累計 188,500円 
目標額 720,000円 達成率 26％ 1人当たり24,000円以上 

王   杲 ・森会員のスピーチお楽しみに。 

内山 正元 ・Shohei Otani選手の活躍に感動。 

BOXへ 吉田  修、德田 正彦、髙橋 英明 

三田 昌資、井上 正佳、稲掛 英男 

内田 勝彦 ・久しぶりすぎてバッチ忘れました。 

末永  寛 ・皆さんお久し振りです。 

瀬田 保二 ・毎日の健康に感謝。 

 

 

 

藤井文治郎 

・コロナ化の中、同級生の作詞家、橋本

 淳、残念ながら亡くなってしまった

 筒美京平のポップス系の曲をきいて

 いた。 

万殿 慎二 ・森会員のスピーチ楽しみです。 

  森  正廣会員    内田 勝彦会員 

今日の歌      「もみじ」 
 

秋の夕日に照る山紅葉 

濃いも薄いも数ある中に、 

松をいろどる楓
かえで

や蔦
つた

は 

      山のふもとの裾模様
すそもよう

 

德田 正彦 ・皆様久しぶりです。 

内田 勝彦 ・皆様ごぶさたしております。 

井上 正佳 ・経済が再開されることを祈って！！ 

王   杲 ・内田さんのスピーチ楽しみに！ 

 

髙橋 英明 

・森さん、内田さんのお話し楽しみに 

 してます。 

三田 昌資 ・お久しぶりです。 

万殿 慎二 ・皆様、たいへんお久しぶりです。 

稲掛 英男 ・久しぶりです。 

林  良訓 ・皆様、お久しぶりです。 

藤井文治郎 ・井上さんポートレート有難う。 

上原 従正 ・ロータリー財団に寄せて。 

万殿 慎二 ・内田会員のスピーチ楽しみです。 

内山 正元 ・アフガニスタンの女性に自由を！ 

内田 勝彦 ・本日は、よろしくお願いします。 

菱田 匤樹 ・本日も宜しくお願いします。 

出射 靖生 ・コロナ感染もかなり減少しましたね。 

林  良訓 ・森さんのスピーチ楽しみに。 

上原 従正 ・米山奨学生に寄せて 

内田 勝彦 ・未来のボランティアリーダーのために。 



10/27 

京都 

「ラグビー日本代表を変えた『心の鍛え方』」 
園田学園女子大学 教授 
順天堂大学スポーツ健康科学部 客員教授 
㈱CORAZON チーフコンサルタント 
                 荒木 香織氏  ▲ 

（水） 京都西北 「京都洛西ロータリークラブとの合同例会」開催
のため、例会日時・例会場臨時変更      × 

 京都北東 「職業分類を変更しました」生田 隆之会員 × 

 京都嵯峨野 移動例会の為、例会変更           × 

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

10/28 

 
京都南  12：15 京都南RACとの合同夜間例会のため例会 

変更                        〇 

（木） 京都北 「臨時休会」                    × 

 京都洛北 「未定」              米山奨学生 ▲ 

 京都洛東 「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 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「日経平均3万円超え。自民党新総裁が株式
状況に与える影響と株式長期投資のポイント」 

公認会計士・税理士 日根野 健様 × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」                       × 

 京都さくら 
18：30 

会員スピーチ「私の仕事」           × 
田中 昭義会員 

 京都乙訓 「特別休会」                      × 

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  

10/22 

京都東 

「京響の新しいチャレンジ～コロナ禍のピンチ
をチャンスに変えたクラウドファンディング～ 」
京都市交響楽団 営業・マーケティグ課 課長 

 河村 一政様 ×  

（金） 京都伏見 「伏見～るかるたが育む人と人、かるたが伝える
伏見の風物と歴史」伏見～ 幸野 理乃 さん ×  

 
京都洛西 

「プレミアム白内障手術で老眼も治せるのを 
ご存じですか？」 大内雅之アイクリニック 
       院長 医学博士 大内 雅之様 × 

 京都紫竹 「創立30周年事業（障害者支援学校に日本 
文化の浴衣をプレゼント）報告」        × 

10/25 
京都西 

追悼例会                      × 
「故 古川隆三会員を偲んで」三木 表延斎会員 
「故 羽田瑞穂会員を偲んで」太田 嘉兵 会員 

（月） 京都紫野 「ビジネスシーンで使える日本酒の基礎知識」 
酒ジャーナリスト エッセイスト 葉石かおり様 ×  

 京都中 「Ｃｈａｎｇｅ」 」 
  臨床研修専任指導医  河野恵美子様 ×  

 京都平安 18：30 米山月間 卓話「未定」 
米山奨学生 柳 多慧さん × 

10/26 京都東山 「未定」 真言宗泉涌寺派管長  
  総本山みてら泉涌寺長老 上村  貞様 × 

（火） 京都西南 「在籍４５年の思い出」   神邉 鑅一会員 × 

 京都洛中 奉仕プロジェクトフォーラム           ▲ 

 京都洛南 「振り返ってみて」  会員  佐藤 邦友様 × 


