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３-4月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  ３月２４日（木） 通常例会  
  ３月３１日（木） 休会 
  ４月 ７日（木） 通常例会  現次年度理事役員会 
  ４月１４日（木） 通常例会 
  ４月２１日（木） クラブ・デー  
  第３回クラブ協議会（地区大会報告） 
  ４月２８日（木） 通常例会 
 
 

＊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     

  ４月 ３日（日） 地区大会 大会本会議 国立京都国際会館 

  11時受付開始  12：45～16：00すぎ 

  ４月 ３日（日） 2021-22年度 賛西会 開催日程調整打合せ 

  地区大会終了後     （山本会長、菱田幹事） 

  ４月 ９日（土） 米山奨学生とカウンセラーのオリエンテーション 

  ４月１０日（日） 2022-23年度 地区研修・協議会 

  国立京都国際会館 12：30受付 13：00～ 

  ４月１６日（土） 第２回クラブ職業奉仕担当者研修会 

  京都府立京都学・歴彩館大ホール 13：30受付 

  14：00～16：00 会場での参加とオンライン参加 

 

 

 

出射会員夫人 出射喜代子画 



 ２０２２年３月２４日（木）  第１４８０回例会  Vol.３２－２０ 

１．次週の例会は休会です。 
 

２．３月１９日（土）会長エレクト研修セミナー（PET）が

 オンラインで開催され、井上会員が参加されました。 
 

３．３月２０日（日）ロータリー・リーダーシップ研究会

 第2650地区RLIパートⅢがオンラインで開催され、

 井上会員が参加されました。 
 

４．４月７日（木）例会終了後、現次年度理事役員会を

 開催いたします。 
 

５．６月４日から米国テキサス州のヒューストンにおいて

 開催される国際大会は、対面式で行われることにな

 りました。 
 

６．今年度の川クラブ友好の集いは新型コロナウイルスの

 感染が拡大している状況を鑑みて延期になりました。 

 次年度も引き続き岡山旭川ＲＣが担当されることに

 なりました。 

◆ロータリーレートについて 
日本事務局より、３月のレートは１ドル１１６円と 
お知らせが届きました。 

 
◆2022-23年度版「ロータリー手帳」予約のご案内 
１部 ６６０円 
サイズ 縦17.4×横8.5㎝、192ページ 
ロータリー年度で作成されています 
   ※事務局までお申し込み下さい。 

開会点鐘    12：30                              

ロータリーソング 「 四つのテスト 」 

今日の歌 「 花 」  

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 

 「会員スピーチ」 

    林   良訓会員 

    太田 勝彦会員 
  

閉会点鐘    13：30   

今日の歌   

「花」 
 

作詞 武島 羽衣 作曲 滝 廉太郎 
 

春のうららの 隅田川 

のぼりくだりの 船人が 

かいのしずくも 花と散る 

ながめを何に たとうべき 

 

 地区大会のご案内 
 

開催日： ２０２２年４月３日（日） 
 

会 場： 国立京都国際会館 
 

時 間： 「大会本会議」 11：00受付開始 

          12：45～16：00すぎ 
 

ホストクラブ：京都西ＲＣ 
 

〇４月２日（土）の歓迎晩餐会および会長・幹事 

 地区委員長会議は中止になりました。 

〇４月３日（日）の本会議は、内容を一部変更して 

 実施されるため終了が１６時過ぎになる予定です。 

〇記念講演の講師が変更になりました 

  文化庁長官 都倉俊一氏 ⇒  

        文科省事務次官 義本博司氏 

〇大懇親会は中止、お持ち帰り用の「たん熊」調製の  

 お弁当になりました。※衛生管理上、本会議終了後 

 にお渡しとなります。途中退席される場合はお弁当 

 をお渡しできません。 
 

参加者： 菱田、井上、万殿、末永、 

 髙橋、谷口、德田、上原、 

 山本、吉田 
 

 ※地区ＨＰからもご確認いただけ 

  ます。 

 https://rid2650.gr.jp/ 

 

 2022-23年度 地区研修・協議会のご案内 
 

開催日： ２０２２年４月１０日（日） 
 

会 場： 国立京都国際会館 
 

時 間： 12：30受付開始 13：00～ 全体会議 

       14：45～ 分科会 
 

  参加者： 井上、髙橋、万殿、内田 



１月２０日（木） 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 １９名（３名）  ７３．０８％ 
ご来客  １名 
１/６ＭＵ後の出席率    １００．０％ 

４月７日（木） 
   

 「未定」 
 

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

【 】 小計 1,000円 今年度累計  29,000円 
目標額 60,000円 達成率 48％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 22,000円 今年度累計 392,500円 
目標額 720,000円 達成率 55％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 井上 正佳、上山 泰弘、三田 昌資 

中野 孝治、稲掛 英男、吉田  修 

田中  守 

３月は水と衛生月間 

 

林  良訓 

・自宅に２週間たいへんですよ。 

 本当に必要なのか？ 

 

 

吉田  修 

・１月２７日のガバナー公式訪問の日

 まで「マンボウ」が適用されません

 ようにー。 

髙橋 英明 ・新年会ありがとうございました。 

菱田 匤樹 ・本日クラブデー宜しくお願いします。 

 

山本 拓生 

・職業奉仕地区副委員長と矢野様よろ

 しくお願いします。 

【 】小計 19,000円 今年度累計 344,500円 

目標額 599,400円 達成率 57％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 上山 泰弘、井上 正佳、稲掛 英男 

田中  守、王   杲、児嶋 雄二 

第６回クラブ討論会（職業奉仕） 
 「四つのテスト（the four-way test)の真実 
 ―その成立の背景、経緯、テーラーの真意― 」 

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 

目標額 1,300,000円 達成率 51％ 

【ニコニコ箱】 小計 28,000円 今年度累計  659,700円 

 

吉田  修 

・矢野雅史様、本日はありがとうござ

 います。 

稲掛 英男 ・矢野雅史様をお迎えして。 

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 

・京都桂川ロータリークラブの会員の皆様 

  本日は宜しくお願い致します。 

髙橋 英明 ・矢野様本日はよろしくお願いします。 

森  正廣 ・鳥羽城本丸跡から見る鳥羽湾は絶景！ 

 

林  良訓 

・明けましてお目出とうございます。 

 お久しぶりです。 

中野 孝治 ・新年会たのしかったです。 

 

井上 正佳 

・オミクロン増えてますが、恐れずに！ 

 林さんはコワイけど。 

末永  寛 ・剣道が又出来なくなりました。 

BOXへ 三田 昌資、上山 泰弘、田中   守 

児嶋 雄二 

森  正廣 ・矢野様のスピーチ楽しみに。 

 

王   杲 

・RI第2650地区職業奉仕委員会副委員長 

 矢野雅史様のスピーチを楽しみに。 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を願って。 

内山 正元 ・トンガの被災によせて。 

谷口 泰義 ・大寒の入りではありませんか。 

 

林  良訓 

・濃厚接触になってしまいました。 

 大変な日々でした。 

吉田  修 ・ポリオの収束を願って。 

１月会員誕生日お祝い 

井上会員と山本会長 

米山功労者表彰 

山本会長と上原会員 

 

 川クラブ 芦屋川ＲＣ 

創立３０周年記念講演会のご案内 

 

開催日 ２０２２年４月２３日（土）  

時間  受付午後１時 

開会  午後１時３０分～ 

場所  芦屋市民センタールナホール（大ホール） 

   〒659-0068 芦屋市業平町8番24号 

講師  ㈱パソナグループ代表取締役 

     グループ代表 南部 靖之氏 

参加費 無料  

 

会場での参加とオンライン参加があります。 

参加を希望される方は、事務局までお知らせ下さい。 

（３/３１〆切）  



3/30 京都 夜間例会・懇親会開催の為、例会臨時変更 
                            ▲ 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～「青少年部門第６回クラブ 
        フォーラム」 例会場臨時変更 × 

 京都北東 「未定」                        × 

 京都嵯峨野 「春の家族例会の為、例会変更」       × 

 京都朱雀 「私の履歴書」                   × 
砂田 隆 会員、 田口 保志 会員 

3/31 京都南  12：15 「休会」                       〇 

（木） 京都北 「キャリア教育の最前線｣            × 
京都橘大学 経済学部 准教授 乾  明紀様 

 京都洛北 「未定」  全国女子駅伝京都チーム監督 
                  渡部 博子様 ▲ 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」             ▲ 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員スピーチ」                 × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」                       × 

 京都さくら 
18：30 

「京都平安RCとの合同例会」の為、例会日・場所
臨時変更。  →28日（月）18：30～19：30   × 

 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  

3/25 京都東 「休会」                       × 

（金） 
京都伏見 

「伏見港の歴史(みなとオアシス)登録記念」 
京都府立 京都学・歴彩館 資料課公文書担当          
                 若林 正博様  × 

 
京都洛西 

「京都洛西ロータリークラブの歩み」       × 
1999～2000年度地区幹事長 
2007～2008年度 第25代会長 加藤 善彦様 

 京都紫竹 「馬場益弘ガバナー公式訪問例会（京都北ＲＣ
京都紫野ＲＣ・京都紫竹ＲＣ）3クラブ合同例会」× 

3/28 
京都西 

「移り変わる消費者意識とものづくりにおける 
次世代マーケティング、マクアケの果たすべき
役割」  (株)マクアケ取締役 坊垣 佳奈様 × 

（月） 京都紫野 観桜・夜の家族例会開催の為、例会時間・ 
会場変更 

 京都中 学生団体CHAD講演会「私たちの活動について」  
 紫野RAC社会奉仕委員長 武中 秀貴様 × 

 京都平安 18：30 「京都さくらロータリークラブとの合同例会」  × 

3/29 京都東山 「55周年実行委員会フォーラム」       × 
55周年実行委員長 松井 信五様 

（火） 京都西南 新入会員スピーチ「消防団のデジタル化事業 
 とこれからのスマート消防」市川浩也会員 × 

 京都洛中 「ヘリコプターの魅力」㈱日本マネジメント開発  
    研究所 取締役会長 清水 三雄様 ▲ 

 京都洛南 「未定」                       × 


