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１１-１２月の行事予定 

◆クラブ内行事     

 １１月１８日（木）  クラブ・デー 第５回クラブ討論会 
 １１月２５日（木）  通常例会 
 １２月 ２日（木） 通常例会 年次総会 
 １２月 ２日（木）～７日（火） 第３回「心の絵」展 
 １２月 ９日（木） 通常例会 理事役員会 
 １２月１６日（木）  例会日時変更→１８日（土）開催 
 １２月１８日（土） クリスマス家族例会 ｻﾞ･ｻｳｻﾞﾝﾄﾞｷｮｳﾄ 
 １２月２３日（木）  クラブ・デー 第２回クラブ協議会 
 １２月３０日（木） 休会 
 
 



 ２０２1年１１月１８日（木）  第１４７１回例会  Vol.３２－１１ 

１．１１月１４日（日）ホテル竹園芦屋において、 

 芦屋川ＲＣ、創立３０周年記念式典が開催され

 ました。井上会員、上原会員、德田会員が出席さ

 れました。式典終了後、芦屋川RC、岡山旭川RCと

 当クラブで今後の川クラブについて打合せが行わ 

 れました。上原会員より報告書が届きましたが 

 紙面の都合で次週に掲載させて頂きます。 

日 時 2021 年１１月４日(木) 例会終了後 
出席者 山本、王、井上、万殿、菱田、三田、太田 
 髙橋、森、中野、児嶋、出射の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．例会臨時休会による例会費の取り扱いについて 
 ⇒下半期会費で相殺する 
４．前年度繰越金の取り扱いについて 
 ⇒２００万円を積立金に振替える 
５．インターアクト積立金の取り扱いについて 
 ⇒下半期からインターアクトBOXの設置をやめる 
  インターアクト寄付を積立金に振替えるのをやめる 
６．第５回クラブ討論会について 11/18（木） 
 ⇒グローバル補助金奨学生中村さんの挨拶動画 
７．第29回京都桂川RC会長杯野球大会の協力金に 
 ついて ⇒ 承認。 
８．年次総会について ⇒選挙管委員の選出 
９．第３回「心の絵」展について  
 ⇒実行済み、６施設に12/9の例会の出席を案内する 
10．クリスマス家族例会について ⇒ 太田委員長に一任。 
11．第２回クラブ協議会について 
12．その他 
 ⇒・ロータリー旗について 
  ・例会のビジター受付について 
  ・社会を明るくする運動協力金について 

例会プログラム 

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５回クラブ討論会（財団・米山） 

       中野 孝治会員 
 

閉会点鐘    13：30   

 

 
 

第２９回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会の報告 
  

 11月3日文化の日に、第29回京都桂川ロータリー 

クラブ会長杯が、洛西ニュータウンの小畑川公園野球

グランドで開催されました。当クラブからは、山本と

德田会員、万殿会員の３名が参加しました。 

 例年、西京区の少年野球チームが、5年生以下の新

チームとして参加してくれています。どこも野球人口減

に悩まされているそうで、前回は別のチームだったのが

合併して一つになったりで、今回は7チームの参加と

なりました。 

 コロナ禍で密を避けるために、入場行進はなく、 

各チーム代表5名での開会式となりました。 

 秋晴れの抜けるような青空の下、選手宣誓の少年は

しっかりとした凜々しい宣誓をしてくれました。 

 女子選手も増え、中には女子選手でバッテリーを組

んでいるチームもあるそうです。 

 心配していた始球式ですが、ワンバンでストライク？

記録は暴投でしょう。少年達から、速い球！など、何故

か慰めの声をたくさん頂きました。 

記念にボールも頂きました。 

 ６年生の大会が予定通り消化できておらず、それを

優先して試合を重ねるため、いつもなら１２月初旬に

決勝戦を行うのですが、もしかしたら年を越すかも知

れないとのことでした。 

 決勝戦まで何とかコロナがおさまってくれて、無事

大会を終え、子供達に良い思い出となる大会となりま

すように。 

   

  

        

報告：山本拓生会長 

●地区大会のご案内 
 

開催日： ２０２２年４月２-３日（土・日） 
 

会 場： ザ･プリンス京都宝ヶ池、国立京都国際会館 
 

ホストクラブ：京都西ＲＣ 

 

４月２日 「会長・幹事・ 

地区委員長会議」 

 「歓迎晩餐会」 

４月３日 「新会員セミナー」 
 「青少年奉仕フォーラム」

 「大会本会議」 

 「大懇親会」 
 

 ※地区ＨＰからもご確認いただけます。 

 https://rid2650.gr.jp/ 



１１月１１日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 ２１名（３名）  ８０．７７％ 
ご来客  ０名 
１０/２８ＭＵ後の出席率  １００％ 

１１月２５日（木） 
   

「会員スピーチ」 
 

     王   杲会員、瀬田 保二会員 

【 】 小計 1,000円 今年度累計  32,000円 
目標額 400,000円 達成率 8％ 

【 】 小計   0円  今年度累計  24,000円 
目標額 60,000円 達成率 40％ 1人当たり2,000円以上   

【 】小計 13,000円 今年度累計 181,500円 

目標額 599,400円 達成率 30％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 30,000円 今年度累計  331,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 25％ 

上原 従正 ・本日、スピーチさせていただきます。 

BOXへ 中川 俊夫 

德田 正彦、藤井文治郎、出射 靖生 

内田 勝彦、万殿 慎二、稲掛 英男 

王   杲、髙橋 英明、中野 孝治 

・上原会員、井上会員のスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・前会、お休み頂きました。 

【 】 小計 12,000円 今年度累計 260,500円 
目標額 720,000円 達成率 36％ 1人当たり24,000円以上 

 

谷口 泰義 

・上原さん、井上さんのスピーチ楽し

 みに。 

 

林  良訓 

・上原さん、井上さんの楽しいスピーチ 

 まってます。 

BOXへ 中野 孝治、吉田  修、万殿 慎二 

王   杲、井上 正佳、稲掛 英男 

三田 昌資 

内田 勝彦 ・マリン同好会楽しみです。 

太田 勝彦 ・クリスマス例会どうしますかね？ 

吉田  修 ・ちよっとだけ早退、お詫び。 

「会員スピーチ」 

１１月はロータリー財団月間 

山本 拓生 ・三男、大学進学決まりました。自祝 

井上 正佳 ・皆様の健康のために！！ 

森  正廣 ・居酒屋さんに活気が出てきましたネ！ 

 

 

 

 

 

 

吉田  修 

・これは、予告です。 

 12月9日の例会は、私のスピーチの予定

 ですが、これを、内山プログラム委員長

 の承諾を得て、民謡歌手をお招きして、

 5曲程度歌ってもらうことにしました。 

 キャッチコピーは、「民謡で、日本を

 元気にしょう！」です。 

 

菱田 匤樹 

・上原会員、井上会員のスピーチ楽し

 みにしております。 

出射 靖生 ・冬が近づいてきましたね。 

BOXへ 三田 昌資、井上 正佳、万殿 慎二 

稲掛 英男、中川 俊夫 

  上原 従正会員    井上 正佳会員 

 

会員誕生日お祝い 

  １日 髙橋英明会員  
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １１日  田中   守会員夫人 喜美子様 

 ２２日  内山正元会員夫人 容子様 

 ２８日  中川俊夫会員夫人 美智子様 

 ２８日  福田義久会員夫人 絵美様 
 

結婚記念日お祝い 

  １日  出射靖生会員  ３日  山本拓生会員 

  ６日  鎌野孝和会員 １６日  森 正廣会員 

創業記念日お祝い 

  ５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院 

 ２５日 織田鉄也会員 ㈱キョウラク 

１１月おめでとうございます 

内田 勝彦 ・嵐の琵琶湖で船中一泊してきました。 

 

 

吉田  修 

・きょうは、２年前に逝った友からの 

 形見分けのネクタイを締めてきました。

 南無妙法蓮華経。 

髙橋 英明 ・インフルエンザの予防接種しました。 

森  正廣 ・円安、原油高で物価上昇。 

 

障がい者アートの感動と力をみんなへ 

第３回「心の絵」展のご案内 
 

場所  ウィングス京都 中京区東洞院通六角下る 
 

期間  １２月２日（木）～７日（火） 
 

時間割 １０：００～１３：３０ 

    １３：３０～１７：００ 
 

※例会場において、当番表を用意しています。 

 ご協力よろしくお願いします。 



11/24 
京都 

「 コロナ禍の航空業 」   岸本 賢二様  ▲ 
「 クラシック音楽のマーケティング課題 」 

山本 貴嗣様 

（水） 京都西北 「旅行は楽しい」  会員 藤井 眞一様  × 

 京都北東 「休みます！」        会長 宮﨑 克茂様 × 

 京都嵯峨野 「休会」                       × 

 京都朱雀 「私の履歴書」                  × 
大友 義博会員、斎藤  晃会員 

11/25 

 
京都南  12：15 「危機を乗り越え、魅力あふれる京都を未来へ」   

           京都市長 門川 大作様 〇 

（木） 京都北 -新入会員スピーチ-              × 
｢証券マン30年史｣     会員 工藤  望様 

 京都洛北 「護衛艦いずも、かがの空母化による海上自
衛隊の今後」     会員 加藤 大貴様 ▲ 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」             × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員増強フォーラム」             × 

 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 「万里の道を歩く」               × 
米山奨学生 姜   楊楠さん 

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  

11/19 京都東 -イニシエーションスピーチ-「 未来へと続く安心 
社会の実現に向けて 」会員 佐野 啓治様 × 

（金） 京都伏見 ～クラブ管理クラブ・フォーラム～        × 

 
京都洛西 

「ロータリー財団のしくみと奉仕活動」    × 
 地区資金推進委員会 委員長 

京都北東RC会員 西村 泰明様 

 
京都紫竹 

「クラブフォーラム② 創立30周年記念例会に 
 向けて」                     × 
30周年実行委員会 委員長 新造 一夫会員 

11/22 
京都西 

「ウルルにおける聖性のかさなり－先住民・
オーストラリア白人・観光客－」平安女学院大学  
  国際観光学部名誉教授 松山 利夫様 × 

（月） 
京都紫野 

「世界は新しい産業政策の時代へ」     × 
 京都大学経済研究所先端政策分析 

研究センター特定准教授 安橋 正人様 

 京都中 「休会」                       × 

 京都平安 18：30 次回例会は11月29日（月）の開催予定となりま
す。 

11/23 京都東山 「祝日休会」 

（火） 京都西南 「祝日休会」 

 京都洛中 「祝日休会」 

 京都洛南 「祝日休会」 


