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１-２月の行事予定 

◆クラブ内行事     

  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 
  ２月 ３日（木） 通常例会 現次年度合同理事役員会 
  ２月１７日（木） 例会日時変更→１９日（土） 
  ２月１９日（土） 創立３２周年記念例会 
  ザ・サウザンドキョウト 
 
＊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１３日（木）  第１４７８回例会  Vol.３２－１８ 

１．１月２７日（木）ザ・サウザンドキョウトにおいて 

 京都西南ＲＣと合同のガバナー公式訪問が開催  

 されます。 

２．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。 

３．福田 義久会員が職務多忙のために、１２月３１日付

 にて退会されました。 

日 時 2022 年１月６日(木) 例会終了後 
出席者 山本、王、井上、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．下半期会費納入状況について 
４．新年会について 1/13（木） 
 ⇒ 予定通り開催する。 
５．第６回クラブ討論会（職業奉仕）について  1/20（木） 
  ⇒ 地区職業奉仕副委員長 京都洛西RC会員 
  矢野雅史様、四つのテストについてスピーチ。 
６．ガバナー公式訪問について 1/27（木） 
 ⇒ 予定通り開催する。 
７．創立３２周年記念例会について 2/19（土）   
 ⇒ １７日の例会を日時変更して開催。 
   ３０、３１周年をまとめて行う。 
   来賓なし、会員と家族のみで行う。 
８．第７回クラブ討論会について 2/24（木） 
 ⇒ 森社会奉仕委員長と林国際奉仕委員長に一任。 
９．地区大会について 4/2-3（土日） 
10．退会会員および休会会員について 
 ⇒ 福田会員の退会と鎌野会員の休会を承認。 
11．RYLAについて             5/20～22 

 ⇒ １名参加。 
12．京都市西京ジュニア消防団に対する支援について 
 ⇒ ５万円の支援を承認。 
13．山林防火啓発用広報媒体の作製にともなう協賛に 
  ついて ⇒ １万円を協賛することを承認。 
14．その他 
 ⇒ 事務局が理事会や例会に参加する件 

開会点鐘    12：00                              

会長挨拶  

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

乾杯 

食事歓談 
 

閉会点鐘    13：30   

●京都南ＲＣ 第１奉仕プロジェクト 
「令和の寺小屋」事業 テレビ放送のお知らせ 
 

今年度の奉仕事業の一つとして、「令和の寺子屋」と
銘打って事業を主催いたしました。 
そして、この事業はNHK Eテレ（教育テレビ）で 
一日45分のドキュメント番組として二日にわたり 
放送していただける予定であります。 
ご覧いただきたくご案内いたします。 
 
  2022年 
   1月23日（日）16時15分～17時（45分） 
   1月30日（日）16時15分～17時（45分） 
   NHK Eテレ（教育テレビ）にて放送予定 
   ＊放送日時は、変わることがあります。 
 

 主催： 京都南ＲＣ 
 場所： 世界遺産 京都 醍醐寺 

    講師： 宮本亜門、福岡伸一、本上まなみ 
 
●ロータリーレートについて 
 

日本事務局より、１月のレートは１ドル１１５円と 
お知らせが届きました。 
 

※2021年7月1日から12月31日までの公益財団法人 
ロータリー日本財団へのご寄付の確定申告用領収証
は、2022年1月末に発行、クラブへ送付予定です。 

 

 新 年 会 
 

於：嵐山熊彦 

日 時 2022 年１月６日(木) 現年度理事会終了後 
出席者 井上、王、山本、髙橋、中野、菱田、内田、 
 末永、三田、児嶋の各会員 
議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）について 
 ⇒ プログラム委員長を理事にすることを承認。 
２．年間行事予定について 
 ⇒ 承認。 
３．週報について 
 ⇒ 中川広報委員長に一任。 
４．地区委員推薦について 
 ⇒ 万殿慎二会員（地区財団資金推進委員会 委員） 
５．2022-23年度地区補助金申請について 
 ⇒ 検討中。 
６．ポリオ根絶活動協賛第77回京都市内24RC 
 ⇒ 懇親チャリティーゴルフ大会の開催について 
  ２０２２年１０月８日（土） 
７．その他 



１月６日（木） 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 ２１名（４名）  ７７．７８％ 
ご来客  ３名 
１２/２３ＭＵ後の出席率  １００％ 

１月２０日（木） 
   

 クラブ・デー                         
「第６回クラブ討論会」（職業奉仕） 
 

 ＲＩ第2650地区職業奉仕委員会 副委員長         
 京都洛西RC会員      矢野 雅史様 

【 】 小計    0円 今年度累計  48,000円 
目標額 400,000円 達成率 12％ 

【 】 小計 2,000円 今年度累計  28,000円 
目標額 60,000円 達成率 47％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 21,000円 今年度累計 367,500円 
目標額 720,000円 達成率 51％ 1人当たり24,000円以上 

王   杲 ・入会予定者 太田さん 歓迎致します。 

 

万殿 慎二 

・松尾さん、安田さん ようこそ 今年も 

 よろしくお願い致します。 

BOXへ 吉田   修、德田 正彦、井上 正佳 

１月は職業奉仕月間 

１月６日（木）  
「歳男放談」 

【 】小計 18,000円 今年度累計 312,500円 

目標額 599,400円 達成率 52％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

 

山本 拓生 

・明けましておめでとうございます。 

 今年も楽しくロータリー活動ができ

 ますように。 

BOXへ 中野 孝治、中川 俊夫、井上 正佳 

 

菱田 匤樹 

・明けましておめでとうございます。 

 本年も宜しくお願い致します。 

三田 昌資 ・明けましておめでとうございます。 

児嶋 雄二 ・新年おめでとうございます。 

吉田  修 ・今年も元気で参りましょう。 

王   杲 ・松尾先生と安田先生、歓迎致します。 

髙橋 英明、万殿 慎二、稲掛 英男 

・林さん、内田先生のお話し楽しみに 

 してます。 

目標額 1,300,000円 達成率 47％ 

RI第2650地区 

ガバナー補佐 

伊藤 哲雄様 

・新年明けましておめでとうござい

 ます。久しぶりにクラブ訪問に寄せ

 て頂きました。本年もよろしくお願

 い致します。 

 

井上 正佳 

・新年あけましておめでとうございます 

 新年度に向かってがんばります。 

【ニコニコ箱】 小計 67,700円 今年度累計  613,700円 

 

王   杲 

・明けまして、おめでとう御座います。 

 本年も宜しくお願い致します。 

吉田  修 ・謹賀新年 

松尾 義平 ・謹賀新年 本年もよろしく。 

 

 

山本 拓生 

・よもや よもや 

 明治大学ラグビー部決勝進出です。 

 ９日、日曜日ＮＨＫでやります。 

 

 

内山 正元 

・おめでとうございます。 

 松尾さんのお顔が見られてうれし

 いです！ 

 

安田  勝 

・謹賀新年  

 本年も宜しくお願いします。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 

内田 勝彦 ・本年もどうぞよろしくお願いします。 

德田 正彦 ・謹賀新年 本年もよろしく。 

髙橋 英明 ・今年もよろしくお願いします。 

 

末永  寛 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしく。 

瀬田 保二 ・今年もよろしくお願い申し上げます。 

三田 昌資、稲掛 英男 

・明けましておめでとうございます。 

中野 孝治、森  正廣、万殿 慎二 

・明けましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

児嶋 雄二 ・今年もよろしく・・・。 

 

中川 俊夫 

・新年あけましておめでとうござい

 ます。 

谷口 泰義 ・林、内山さんのスピーチを楽しみに。 

内田 勝彦 ・林会員のスピーチを楽しみに。 

三田 昌資 ・明けましておめでとうございます。 

谷口 泰義 ・今年もどうかよろしくお願いします。 

森  正廣 ・年末、九州ふぐ三昧、旅行、また格別。 

瀬田 保二 ・おだやかな年になりますように。 

末永  寛 ・林さん、内山さんのお話しを楽しみに。 

内田 勝彦 ・内山会員のスピーチを楽しみに。 

稲掛 英男 ・まだまだコロナに御注意を！！ 

上山 泰弘会員    内山 正元会員 

BOXへ 万殿 慎二 

 

王   杲 

・林会員と内山会員のスピーチを楽し

 みに。 



1/19 
京都 

「 IOTとAIが切り開く、第4次産業革命＝DXと
society5.0」 ㈱村上憲郎事務所 代表取締役 

 村上  憲郎様 ▲ 

（水） 京都西北 「歳男放談②」                  × 
会員 梯  義行様、生石 和宏様 

 京都北東 「新年夜間例会」「クラブデー」→ 18:00～   × 

 京都嵯峨野 「第３回クラブ・アッセンブリー」        × 

 京都朱雀 「クラブアッセンブリー」             × 

1/20 京都南  12：15 「”2021”→”2040”～夢・希望あふれる未来の
京都へ～」  京都府知事 西脇 隆俊様 〇 

（木） 
京都北 

-職業奉仕フォーラム-｢未定｣        × 
㈱博報堂 DYホールディングス グループ広報 
IR室CSRグループ推進担当部長 川廷 昌弘様 

 京都洛北 「東京オリパラを振り返って」          ▲ 
日本陸上競技連盟公認審判員 前川 敦彦様 

 京都洛東 「文化財修復と国際交流」 ㈱宇佐美松鶴堂       
         代表取締役 宇佐美 直八様 ▲ 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「第４回クラブ協議会」             × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「職業奉仕フォーラム」              × 
職業奉仕委員長 高津 康弘様 

 京都さくら 
18：30 

「日ルーマニア外交関係樹立100 周年」   ▲ 
博士 トマ、ガブリエル・ニコラエ様 

 
京都乙訓 

「クラブフォーラム」～ロータリーの森について～
ロータリーの森委員会 委員長  

斉藤 寛之会員 × 

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  

1/14 京都東 「歳男放談」       会員 別所 敬之様 × 
山内 一正様、岡本 政明様、岡野 真之様 

（金） 

京都伏見 

「貧困世帯の見守り活動“京都こども宅食プロ
ジェクト”について」キャスター・ジャーナリスト・
京都こども宅食プロジェクト副代表   
                  竹内 弘一 様 ×  

 京都洛西 会員スピーチ 「歳女、歳男 放談」      × 

 京都紫竹 新春初例会「新春の調べ」           × 
馬頭琴奏者  岡林 立哉様 

1/17 京都西 「バイオリンは語る」                × 
ヴァイオリニスト 北條エレナ様 

（月） 京都紫野 「歳男スピーチ」倉田義宥会員、吉田光一会員 
     堀村不器雄会員、齊藤 達也会員 × 

 京都中 -会員スピーチ-                  × 
「年末年始の祓えと悔過」会長 八木 透会員 

 
京都平安 18：30 

「どうなる？京都市～財政破綻は本当か？」 
 大正大学客員教授 前京都市会議員 
                  村山 祥栄様 × 

1/18 京都東山 クラブデー 「新春初笑い(仮)」         × 
落語家 露の都様 

（火） 京都西南 「職業奉仕フォーラム」 

 京都洛中 「歳男放談」    寅年生れ 北村 裕展様 ▲ 
久我 儼昭様、安田久理人様 

 京都洛南 「新年夜間例会の為、１８：００～に臨時変更」 
× 


