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１２-１月の行事予定 

◆クラブ内行事     

 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 
  １月 ６日（木） 通常例会 現次年度合同理事役員会 
  １月１３日（木） 通常例会  
  １月２０日（木） クラブ・デー 第６回クラブ討論会 
  １月２７日（木） ガバナー公式訪問 ザ・サウザンドキョウト 
  京都西南RCと合同例会 
 
 
 

「モニュメントバレー」 

京都市ふしみ学園 アトエやっほぅ！！ 

国保 幸宏さん 

 
◆地区行事     

 １月２２日（土） 第２回青少年奉仕担当者会議 
 Zoomによるオンライン会議 13：00～15：40 

（中野会員） 
 １月２９日（土） 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 
 立命館大学朱雀キャンパス 13：30～16：00 

（井上会員） 
 
 
＊１２月～６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。 
  
 

   



 ２０２1年１２月１８日（土）  第１４７５回例会  Vol.３２－１５ 

１．１２月３０日（木）の例会は休会となります。 

 新年は１月６日（木）より例会を行います。 

２．次年度理事メンバーが決定いたしましたので、 

 お知らせいたします。 

  ｸﾗﾌﾞ管理･運営（親睦） 万殿 慎二 

  プログラム 菱田 匤樹 

  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（職業奉仕） 内田 勝彦 

  社会奉仕 末永  寛 

  青少年奉仕 三田 昌資 

  国際奉仕 児嶋 雄二 

  ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山 出射 靖生 

  広 報 中川 俊夫  

日 時 2021 年１２月９日(木) 例会終了後 
出席者 山本、井上、万殿、菱田、田中、太田 
 髙橋、森、中野、林、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．下半期会費について 
４．第３回「心の絵」展の報告  12/2～7 
５．クリスマス家族例会について 12/18（土） 
  ⇒ ゲストなし、会話を楽しむ会に 
６．第２回クラブ協議会について 12/23（木） 
 ⇒会長から報告 
７．第６回クラブ討論会（職業奉仕）について1/20（木） 
 ⇒高橋会員が担当 
  矢野地区職業奉仕副委員長にスピーチを依頼 
８．ガバナー公式訪問について 1/27（木）  
 ⇒予定通り行う 
９．創立３２周年記念例会について 2/19（土）  
 ⇒来賓なし、会員と家族のみで行う 
  毎年記念例会を行うのか協議する 
10．炉辺会合について 
 ⇒年明けから開催する 
11．RYLAについて   5/20～22 
12．2022-23年度グローバル補助金奨学生候補者の 
  受入れについて 
13．例会休会及び休局について 
14．その他 
 ⇒・新年会について 

例会プログラム 

「例会」 

   開会点鐘    18：00                            

ロータリーソング 「 四つのテスト 」 

今日の歌 「 きよしこの夜 」 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

   閉会点鐘 

「クリスマス家族例会」   18：20 

開会の挨拶 

乾杯 

食事歓談 

   閉会挨拶    20：30   

 

第３回「心の絵」展の報告 
 

12/2〜7の第3回「心の絵」展が無事終了いたしました。 

今回は会場がウィングス京都に変わりましたが、 

１階ワンフロアで車椅子も入りやすく、明るく広く 

開放的だと、概ねいい感想をいただきました。 

来場者は391名（記名数）で例年より少し少なかったの

は残念ですが、次回は広報活動を見直し、より多くの

人に情報を届け来場していただけ

るように考えていきたいと思い 

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

               報告：井上正佳 

 クリスマス家族例会 

●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/ 
 

●例会場ホテル名称変更のお知らせ 
 

下記６RCが例会場とされているホテルの名称が来年 

１月２０日より変更になります。 
 

新名称：ホテルオークラ京都（旧名称：京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ） 
 

対象RC：京都RC、京都洛北RC、京都洛中RC、京都洛西RC

  京都中RC、京都モーニングRC 



１２月９日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名）  
出席者 ２１名（２名）  ８４．０％ 
ご来客  ４名 
１１/２５ＭＵ後の出席率  １００％ 

１２月２３日（木） 
   

クラブ・デー 
「第２回クラブ協議会」（上半期の締め括り） 
  

    会長 山本 拓生会員 

【 】 小計 2,000円 今年度累計  41,000円 
目標額 400,000円 達成率 10％ 

【 】 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   

【ニコニコ箱】 小計 32,000円 今年度累計  470,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 36％ 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 315,500円 
目標額 720,000円 達成率 43％ 1人当たり24,000円以上 

吉田  修 ・正木様ようこそ！ 

万殿 慎二 ・民謡楽しみにです。 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男、三田 昌資

田中  守 

１２月は疫病予防と治療月間 

安田  勝 ・今日の民謡に期待して。 

 

吉田  修 

・きょうは民謡です。大野さん、奥さん 

 よろしくお願いします。 

末永  寛 ・吉田さん、民謡を楽しみにしています。 

德田 正彦 ・大野実佐子様、久しぶりです。 
BOXへ 吉田   修、三田 昌資 

中野 孝治 ・民謡たのしみにしております。 

稲掛 英男 ・吉田さんの音楽を楽しみに。 

内山 正元 ・本日は、民謡を堪能します。 

【 】小計 21,000円 今年度累計 260,500円 

目標額 599,400円 達成率 43％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

山本 拓生 ・民謡で元気をもらいます。 

菱田 匤樹 ・吉田会員の尺八楽しみにしています。 

 

田中  守 

・大野実佐子様、奥 佳保様の民謡 

 楽しみです。 

田中  守 ・吉田さんの尺八楽しみです。 

 

 

井上 正佳 

・あおぞら会 理事長 正木様 

 ようこそいらっしゃいました。 

 ありがとうございました。 

髙橋 英明 ・「心の絵」展、おつかれ様でした。 

 

山本 拓生 

・明治負けちゃいました。 

 応援ありがとうございました。 

 

林  良訓 

・内田さん、山本さんありがとうござ

 いました。 

BOXへ 三田 昌資、中川 俊夫、井上 正佳 

稲掛 英男、中野 孝治 

１２月９日（木） 
 

「民謡で、日本を元気にしよう」 
民謡歌手  大野実佐子様 
津軽三味線 奥  桂保様 
尺八  吉田会員 

2021-22年度 炉辺会合のお知らせ 
 

 本年度第１回炉辺会合を３月末までに開催いただき 

会合終了後には事務局まで報告をお願いします。 

テーマ 「With COVIDでの奉仕活動と会員増強」 

     

 炉辺・川クラブ委員長 上原 従正 

 リーダー  

1  福田、林、菱田 藤井 

2  稲掛、井上、鎌野 出射 

3  中野、織田、太田 中川 

4  瀬田、末永、髙橋 三田 

5 田中  谷口、德田、内田 

6 内山  上原、上山 

7 王  山本、吉田 

8 児嶋  森、近藤、万殿 

出射 靖生 ・家内誕生日自祝 

 

万殿 慎二 

・忘年会楽しみました。太田さん 

 ありがとうございました。 

 

森  正廣 

・鳥羽「石鏡神社」参拝。 

 「子宝石」に期待。 

BOXへ 中川 俊夫 

藤井文治郎 ・今日の民謡楽しみに。 

森  正廣 ・久しぶりの民謡楽しみに！ 

髙橋 英明 ・民謡楽しみにしてます。 

 

万殿 慎二 

・「心の絵」展、井上さん ありがとう 

 ございました。 

 

林  良訓 

・「心の絵」展 皆様、ごくろうさま 

 でした。 

 

 

 

出射 靖生 

・80年前の昨日、日本は真珠湾を攻撃し

 ました。そして、敗戦、そして、経済

 成長そして、今は平和ボケ。日本の安

 全保障を考えなおす時かもね。 

吉田  修 ・悪石島の地震、心配ですね。 

 

林  良訓 

・天野さん、奥さんたのしみにしてい

 ます。 

谷口 泰義 ・吉田さん元気にして下さい。 



12/22 

京都 

「地球規模課題の解決を志す博士人材の 
育成を目指して― 京都大学大学院総合生存
学館の取組み」 京都大学大学院総合生存学 
          館長・教授 積山  薫様 ▲ 

（水） 京都西北 ～会員スピーチ～ 「クロアチア紀行」 
             会員 湯川 君雄様 × 

 京都北東 「未定」     会長エレクト 足達 慶信様 × 

 京都嵯峨野 年末家族例会の為、例会変更→12/18（土） 
                           × 

 京都朱雀 「私の履歴書」                  × 
田口 保志会員、上田 昇会員 

12/23 
京都南  12：15 

「スティーブ・ジョブスも愛した『世界遺産・苔寺
の庭』」 写真家 公益社団法人 日本写真家  
          協会会員  中田  昭様 〇 

（木） 京都北 ｢音楽例会｣  二胡奏者 吉川 展子さん × 

 京都洛北 「快適な排尿をめざす活動について」  
             会員 上田 朋宏様 ▲ 

 京都洛東 「年忘れ家族会」（夜間例会）        × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員スピーチ」                 × 

 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  

12/17 京都東 「 新型コロナウィルス・・・第６波への対策 」 
              会員 濱島 高志様 × 

（金） 京都伏見 「ドローンビジネス」日本コンピューターネット㈱     
          代表取締役 沖  貴博様 × 

 京都洛西 「京都かがみ」  
        有斐斎弘道館 濱埼加奈子様 × 

 京都紫竹 例会時間変更  
「家族同伴夜間（クリスマス）例会」       × 

12/20 京都西 「年忘れ音楽例会」                × 

（月） 京都紫野 「年忘れ家族例会」→12/18（土）       ×     

 京都中 「冬の家族親睦会」→12/24（金）18：00～  × 

 京都平安 18：30 「クリスマス例会・家族例会」          × 

12/21 京都東山 「年忘れ家族例会」                × 

（火） 京都西南 「現代アートにふれる アート列車を作ろう」   
        ユーチューブ制作映像試写会 × 

 京都洛中 忘年家族会のため日時変更→12/23（木） 
                  17:00～17:45 ▲    

 京都洛南 「年忘れ家族会」→25日（土）          × 


