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１-２月の行事予定 

◆クラブ内行事     

  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） 新年会 嵐山熊彦 12：０0～13：30 
  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 
 
＊１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。 
 
 
 

 
◆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） 
 ２月２０日（日） 地区職業奉仕「講演会」 13：30～16：00  
 京都府立京都学・歴彩館大ホール・小ホール 
 来場での参加kとオンライン参加  
 
 
  
 

   

出射会員夫人 出射喜代子画 



 ２０２２年１月６日（木）  第１４７７回例会  Vol.３２－１７ 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催します。 

２．次週、１月１３日（木）の例会は場所と時間を変更   

  し、嵐山熊彦において１２時から開催いたします。 

３．地区大会の登録締め切りは１月３１日（月）までと  

  なっております。多数のご参加をお願い致します。 

 

「新年会」のご案内 

 日時 ２０２２年１月１３日（木） 

  １２：００～１３：３０ 

 場所 嵐山熊彦 右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町5-1 

 会費 ５，０００円 

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 」 

今日の歌 「 １月１日 」 

友愛の握手 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  

乾杯 

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 

   「歳男放談」 

    林  良訓会員 

    内山 正元会員 
 

閉会点鐘    13：30   

●２０２４～２５年度ガバナー決定 
 

２０２１年１２月１３日付にて地区公示が行われまし
たが、公示期限の２０２１年１２月２３日までに地区
内いずれのクラブからも対抗候補者の届け出がありま
せんでしたので、地区ガバナー指名委員会が推薦した候
補者奈良ロータリークラブ中本 勝（なかもとまさる）

会員がRI細則12.030.10により当地区2024-25年度ガ
バナーに決定しました。 
 
●ロータリー米山奨学会 申告用領収書について 
 

米山奨学会の寄付は、税制優遇を受けることができ 
「税額控除」か「所得控除」いずれか有利な方法を 
選択できます。昨年１月～１２月に寄付した方には 
１月までに申告用の領収書をクラブ経由でお渡しい 
たします。 

 

Ｒ財団グローバル奨学生１１月留学報告書② 
   

 Sheffield Vulcan Rotary Club のロータリアンの
方々との出会い  
 

 11 月 16 日（火）の夜、大学でクラスメイトとのグ
ループワークを終えた後に Sheffield Vulcan Rotary 

Club のロータリアンの方々とのディナーに招待していた
だきました。イギリスで初めて Supertram という路面
電車に乗り、会場近くの駅に Gwen Webster さんにお迎
えに来ていただきました。Lees Hall Golf Club というと
ころでロータリークラブの会合があり、およそ 30 名前
後のロータリアンの方が出席されていました。私は京都
桂川ロータリークラブの紹介文とバナー、また日本から
のお土産（金平糖、手ぬぐい）を用意していたため、 
自己紹介と同時にそれらについて紹介しました。同席し
たロータリアンの中には私と同じ公衆衛生の専門職（歯
科医のバックグラウンドなど）の方もおられ、ロータ
リーの活動について様々なお話を聞くことができまし
た。中には私の所属する大学院の教授のお名前を知って
おられる方もおられました。Sheffield Vulcan Rotary 

Club に迎えていただいた留学生のうち、私は 2 人目の
日本人だそうです。私が日本でワクチンを接種できてい
なかったことと、Gwen Webster さんがしばらく船旅を
されていたことから初対面の機会が遅くなっており少し
緊張しましたが、温かく迎えていただき安心しました。  
  

 11 月 23 日（火）の夜には、Sheffield Vulcan Rotary 

Club のオンラインミーティングに参加させていただきま
した。ここでは抗リン脂質抗体症候群(antiphospholipid 

syndrome, APS) という希少疾患の啓発活動をされている
方の講演に参加させていただきました。APS とは 30 歳
から40 歳の年代の女性に多い自己免疫疾患で、妊娠合併
症を引き起こすこともある重大な疾患で、日本でも指定
難病とされています。英国でも General Practitioner

（イギリスの家庭医）の診断などまだまだ医学教育のレ
ベルから APS の知識を持った人々が少ない病気です。
APS Support UK はこの APS の啓発活動をする団体
で、ロータリー財団も関わっている新型コロナ 
ウイルス流行前に行っていた「Round Britain Rail 

Tour」についてお話いただきました。私はこの病気につ
いてこの講演を聞くまで知らず、APS に関する英国の 
公衆衛生に関するお話も含め非常に勉強になりました。  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

（左：左から 3 番目の方が Gwen Webster さんです。一番右
の方は外部の方ですが、他 3 名は全員 Sheffield Vulcan Rota-

ry Club のロータリアンの方です。右から 2 番目の方はディ
ナーの際に司会をされていました。）  

中村友香さんから、１１月の報告書が届きました。 

紙面の都合上、抜粋して掲載させて頂きます 



１２月２３日（木） 
会員数 ３０名（内出席免除７名） 
出席者 １８名（３名）  ６９．２３％ 
ご来客  ０名 
１２/９ＭＵ後の出席率  １００％ 

１月１３日（木） 
   

 「新年会」 於：嵐山熊彦 
 １２：００～１３：３０ 

【 】 小計 1,000円 今年度累計  48,000円 
目標額 400,000円 達成率 12％ 

【 】 小計   0円  今年度累計  26,000円 
目標額 60,000円 達成率 43％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 16,000円 今年度累計 346,500円 
目標額 720,000円 達成率 48％ 1人当たり24,000円以上 

 

末永  寛 

・内田さんの奥様のご冥福をお祈り致し

 ます。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

BOXへ 王   杲、内田 勝彦、稲掛 英男

田中  守、井上 正佳、万殿 慎二 

吉田  修、 

１月は職業奉仕月間 

BOXへ 吉田   修 

【 】小計 19,000円 今年度累計 294,500円 

目標額 599,400円 達成率 49％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

山本 拓生 

・今日は半期のしめくくり。 

 よろしくお願いします。 

BOXへ 髙橋 英明、稲掛 英男、田中  守 

万殿 慎二、德田 正彦 

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 

 

菱田 匤樹 

・会長、今年の締め括り宜しくお願い

 します。 

 

出射 靖生 

・内田さん お悔やみ申し上げます。 

 さみしくなりますね。 

 

内田 勝彦 

・新米主夫になりました。 

 御指導よろしくお願いします。 

吉田  修 ・年の瀬 よい年をお迎えください。 

稲掛 英男 BOXへ 

目標額 1,300,000円 達成率 42％ 

 

内田 勝彦 

・先日は家内の通夜、葬儀に御会葬 

 御焼香賜りありがとうございました。 

・内田会員夫人のご冥福をお祈りします。 井上 正佳 

髙橋 英明 ・皆様 よいお年をお迎えください。 

吉田  修 ・間に合いました！ 

 

谷口 泰義 

・今年もいろいろお世話をおかけし

 ました。 

【ニコニコ箱】 小計 30,000円 今年度累計  546,000円 

 

森  正廣 

・北陸カニ旅行満喫、千里浜、片山津 

 ２泊３日の一人旅！ 

 

出射 靖生 

・オミクロン株いよいよ広がりそう

 です。年末年始はご用心。 

井上 正佳 ・はでな展２６日（日）までやってます。 

 

森  正廣 

・本年最終例会、今年もお世話になり 

 ありがとうございます。 

ロータリー・リーダー

シップ研究会（ＲＬＩ）   

第2650地区ＲＬＩパートⅡ

修了証贈呈 

山本会長と井上会員 

１２月の会員誕生日 

お祝い 

山本会長と吉田会員 

 

おめでとうございます 

 

職業奉仕講演会「人間とAI partⅡ」 

-人間とAIが共生する職業の未来のカタチ- 
 

日時 ２月２０日（日）１３：３０開宴 
 

場所  京都府立 京都学・歴彩館 
 

講演 「人間とAIが共生する職業の未来のカタチ」 

     日本経済新聞社 コメンテーター 

          村上 恵一氏 
 

鼎談 村上 恵一氏（日本経済新聞社 コメンテーター） 

 馬場 益弘氏（ガバナー） 

 北河原公敬氏（パストガバナー） 

 上原 博一氏（司会） 
 

来場による参加と、 

ZOOMによるオンライン参加が 

あります。 

・内田さん、奥さんのご冥福を祈って。 児嶋 雄二 

上原 従正 ・今年もお世話になりました。 

 

田中  守 

・山本会長、菱田幹事 お世話になり 

 ました。 

万殿 慎二 ・今年も皆様ありがとうございました。 

德田 正彦 ・よい年をお迎えください。 

 

王   杲 

・良い年を！ 

 来年も宜しくお願い致します。 



1/12 京都 -歳男放談-                    ▲ 
会員 内田 実様、滝沢 政志様、小川 文齋様 

（水） 京都西北 「歳男放談①」                   × 
会員 西村 篤様、藤井 眞一様 

 京都北東 「未定」                       × 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                  × 

 

京都朱雀 

クラブ・デー 「誕生日スピーチ」       × 
藤森  治会員、 岩見 真也会員、 

上田 龍一会員、金島 良和会員 
「入会式」     宇根田 卓様 

1/13 京都南  12：15 新会員スピーチ「自己紹介」  磯久太郎会員  
 「今、やっていること」   井崎 重光会員 〇 

（木） 京都北 ｢上七軒の謎｣ 上七軒 芸妓・舞妓 
        梅葉さん、市純さん、勝貴さん × 

 京都洛北 「クラブデー」                    ▲ 

 
京都洛東 

「エキスポにワールドカツプに～中東が熱い
～」 ブラザーインターナショナル㈱ 
         アドバイザー 村上 惣一様 ▲ 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「職業奉仕部門フォーラム」          × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「音楽例会」       ピアノ  黒川 春香さん 
          フルート 小崎 えりかさん × 

 京都さくら 
18：30 

「休会」                       × 

 京都乙訓 「新春音楽会」                  × 

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  

1/7 京都東 「休会」                       × 

（金） 京都伏見 ～当たり年(寅)会員スピーチ～          × 

 京都洛西 「新春 邦楽 ことはじめ」 本願寺 裏方 
 本願寺文化興隆財団参議 大谷 祥子様 × 

 京都紫竹 「休会」                       × 

1/10 京都西 「祝日休会」                    × 

（月） 京都紫野 「祝日休会」                    × 

 京都中 「祝日休会」                    × 

 京都平安 18：30 「祝日休会」                    × 

1/11 京都東山 新春例会 「年男年女放談」           × 

（火） 京都西南 「未定」                       × 

 京都洛中 「未定」                       ▲ 

 京都洛南 「休会」                       × 


