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５-６月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  ５月１２日（木） 通常例会 現次年度理事役員会 
  ５月１９日（木） 通常例会 
  ５月２６日（木） クラブデー 
   第９回クラブ討論会 
  ６月 ２日（木） 通常例会 現次年度理事役員会 
  ６月 ９日（木） 京都西南RCと合同 「ガバナー公式訪問」  
  ６月１６日（木） クラブ・デー  
  第４回クラブ協議会（年間総括） 
  ６月２３日（木） 休会 
  ６月３０日（木） 次年度第１回クラブ協議会（年間計画） 
 

 

◆地区行事     

  ５月１５日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） 

  第2650地区RLI卒後コース 13：15～16：45 

  会場での参加とオンライン参加 （井上会員） 

  ５月２０日（金）～２２日（日） RYLA 花園会館 

  ５月２０日（金） 京都紫竹RC創立３０周年記念例会・祝宴 

  京都ブライトホテル 16：00受付 17：00～ 

         （山本会長、菱田幹事） 

  ５月２１日（土） 2022年規定審議会・地区報告会10：00～11：30 

  オンライン開催            （万殿会員） 

  ５月２１日（土） 京都市内RC会長・幹事懇談会 12：00～14：00 

  ホテルオークラ京都  （井上会員、髙橋会員） 

   

 

 

出射会員夫人 出射喜代子画 



 ２０２２年５月１２日（木）  第１４８５回例会  Vol.３２－２５ 

１．４月２９日（祝）国際奉仕セミナーがオンラインで

 開催され、井上会員が参加されました。 
 

２．本日、太田靖彦君の入会式を行います。 
 

３．例会終了後、現次年度理事役員会が開催されます。 
 

４．５月１５日（日）ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） 

 第2650地区RLI卒後コースが開催され、井上会員が

 オンラインで参加されます。 

 

◆２０２２学年度の奨学生  
 

２０２２学年度の奨学生は昨年度より１０人減の９００
人となりました。新規採用者６１９人、継続者２８１人
です（４月８日現在）。 
国・地域別にみると、中国４１.８％、ベトナム１５.６％
韓国１０.０％、マレーシア６.１％、台湾４.２％の順
です。プログラム別では、学部・修士・博士課程奨学金
が８５０人（学部４３０人、修士２１８人、博士２０２
人）、地区奨励奨学金１６人、クラブ支援奨学金８人、
海外学友会推薦奨学金３人、海外応募者対象奨学金２３人
となっています。４月末までに各地区でオリエンテー
ションが開催されます。オリエンテーションは、奨学生
とカウンセラーが出会い、奨学生としての義務やロータ
リーについて理解してもらう場です。確約書に署名をし
た後、正式に米山奨学生となります。どうぞ温かくお迎
えください。 

◆ 新入会員のご紹介  
太田 靖彦（おおた やすひこ）君 
１９６７年１２月１４日生 
職業分類 建築業 
勤務先 新都建設㈱ 代表取締役 
    中京区西ノ京銅駝町43-1 ＳＨＩＮＴＯ御池ﾋﾞﾙ 
推薦者 三田 昌資会員、王  杲会員 
 

◆ 米山奨学生の紹介 
本日、スピーチいただく米山奨学生の劉さんについて 
ご紹介いたします。 
 

 劉 奇玲（リュウ キレイ）さん  女性 
  中国広東省出身、２５歳 
 立命館大学言語教育情報学部２年生 

  奨学期間：2022年4月1日～2023年3月31日 
 

◆ ロータリーレートについて 
日本事務局より、５月のレートは１ドル１３０円と 
お知らせが届きました。 

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 」 

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 

入会式 

スピーチ    13：00 

「米山奨学生スピーチ」 

      米山奨学生  劉  希玲さん 
 

閉会点鐘    13：30   

 

◎今年度委員会活動報告および次年度委員会活動計画  

 の提出は本日中となっております。 

 ご協力お願いいたします。 
 

◎次年度ロスターの原稿と写真の変更は5月19日（木） 

 までに事務局までお知らせ下さい。 
 

 ４月２８日（木）例会

 終了後に市内２４RC

 懇親チャリティーゴル

 フ大会実行員会が開催

 されました。 
 参加者：太田、山本、

 井上、児嶋、髙橋、 

 上山、万殿、田中、 

 内田、林、中野の各会員 

  

 

京都中RC 特別シンポジウム 

緩和ケア医療における癒しの現状と課題 

     アニマルセラピーの可能性 
 

日時： ２０２２年５月２２日（日） 

 １３：３０～ 

会場： ホテルオークラ京都 

プログラム 

「ホスピス緩和ケア-死から生を、いのちを考える-」 

       ホスピス緩和ケア医師 大嶋健三郎氏 

「医療での癒しの機能と展開」 

   佛教大学研究員・看護師・保健師 福永 憲子氏 

「セラピードックの多様な活動と課題」 

  京都ｾﾗﾋﾟｰﾄﾞｯｸ協会代表・ｱﾆﾏﾙｾﾗﾋﾟｽﾄ 鈴木 清之氏 
  

申込不要・参加費無料です。 



５月１９日（木） 
   

 「会員スピーチ」 
      吉田  修会員、三田 昌資会員 

【 】 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  38,000円 
目標額 60,000円 達成率 63％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 15,000円 今年度累計 545,500円 
目標額 720,000円 達成率 76％ 1人当たり24,000円以上 

５月は青少年奉仕月間 

【 】小計 24,000円 今年度累計 450,500円 

目標額 599,400円 達成率 75％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

「会員スピーチ」 

 田中   守会員    中野 孝治会員 

目標額 1,300,000円 達成率 62％ 

【ニコニコ箱】 小計 20,000円 今年度累計  808,700円 

田中  守 ・スピーチさせて頂きます。 

BOXへ 井上 正佳 

 

 2021-22年度 賛西会 
 

 日 時  ２０２２年６月１７日(金)  

  １７：４０受付 １８：００開会 
 

【報告会】１８：００～１８：３０  

   会長によるクラブの活動や近況報告 

【懇親会】１８：３０～２０：００ 

      音楽のステージ 
 

 場 所  リーガロイヤルホテル京都 ２階 
 

 会 費    １２,０００円 

４月２８日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名） 
出席者 ２２名（４名）   ８４．６２％ 
ご来客  ０名 
４/１４ＭＵ後の出席率     １００．０％ 

中野 孝治 ・会員スピーチがんばります。 

 

王   杲 

・田中会員と中野会員のスピーチを 

 楽しみに。 

 

稲掛 英男 

・田中守会員、中野孝治会員のスピーチ

 楽しみに。 

 

林  良訓 

・田中さん、中野さん楽しいお話聞か

 せて下さい。 

 

髙橋 英明 

・田中さん、中野さんのお話し楽しみ

 にしてます。 

万殿 慎二 ・鎌野先生お久しぶりです。 

 

井上 正佳 

・田中会員、中野会員のスピーチ楽し

 みです。 

 

吉田  修 

・田中さん、中野さんのスピーチ 

 楽しみに。 

 

山本 拓生 

・田中先生、中野さんスピーチよろし

 くお願いします。 

BOXへ 稲掛 英男、鎌野 孝和、髙橋 英明 

田中  守、太田 勝彦 

 

内山 正元 

・田中会員、中野会員 

 本日のスピーチよろしく!(^^)! 

 

菱田 匡樹 

・田中会員、中野会員のスピーチ 

 楽しみに。 

 

吉田  修 

・鎌野先生、お久しぶりです。 

 ２年ぶり？くらいですか？ 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、井上 正佳 

万殿 慎二、鎌野 孝和、王   杲 

中野 孝治 

山本 拓生 ・鎌野先生、お久しぶりです！ 

出射 靖生 ・ウクライナの人々へ。 

鎌野 孝和 ・お久しぶりです。 

太田 勝彦 ・今日はゴルフ役員会です、よろしく。 

 

山本 拓生 

・３年ぶりの規制のないＧＷが始まり

 ますね！ 

 

 

吉田  修 

・いよいよＧＷ久しぶりに息子たちも 

 帰省します。東京のウイルスを持ち

 込むなよ！！ 

 

森  正廣 

・るり渓から深山（728ｍ）ハイキング 

 つつじがきれい、帰りは湯の花温泉へ。 

 

谷口 泰義 

・田中さん、中野さんのスピーチを 

 楽しみに。 

児嶋 雄二 ・田中、中野会員のスピーチ楽しみ！ 

 

万殿 慎二 

・田中会員、中野会員のスピーチ楽し

 みです。 

上原 従正 ・鎌野先生お久し振りです。 

出射 靖生 ・本日は晴天なり。 

 

森  正廣 

・京都駅から東山越えで山科へ、 

 椥辻で一杯！ 



5/18 京都 「アートが社会に果たす役割」  
       京都芸術大学 工藤 瑠乃様 〇 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                × 
「第３回クラブ・アッセンブリー」 

 京都北東 「クラブデー」                  × 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                  × 

 
京都朱雀 

クラブ・デー「発達障害を支援する立場から 
 見た不登校」 京都児童福祉センター  
    児童精神科医 田中浩一郎 先生 × 

5/19 京都南  12：15 新会員スピーチ 「自己紹介」藤山 恭平会員 
     「京都と私」    上米良大輔会員 〇 

（木） 
京都北 

｢放送局に眠る映像の公共的利用～アーカイ 
 ブが広げる文化財の魅力～｣        × 

讀賣テレビ放送㈱ 波止 荘子さん 

 京都洛北 「クラブデー」                   ▲ 

 
京都洛東 

「日本料理とSDGs いかに持続可能性のある
おいしさを求めるか」 料理直心房 さいき 
              主人 才木  充様 ▲ 

 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  

－クラブ・デー-                 × 

 京都さくら 
18：30 

「日本さくらロータリー会の準備」       ▲ 
ロータリー友好クラブ委員会 大森 剛委員長 

 京都乙訓 「まちづくりのための人づくり～中高生の居場
所づくりを通じて」社会福祉士 木村 健様× 

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  

5/13 

京都東 

「子どもの居場所と支援の取組～のびのび安心
できる場所～ 」 京都市 子ども若者はぐくみ局  
子ども若者未来部   子ども家庭支援課 社会的 
養育・子育て支援担当課長 中川 理恵さん × 

（金） 京都伏見 ～故 玉井 公詞会員追悼例会～  
      杭迫 柏樹会員、松原一郎会員 × 

 京都洛西 「クエスチョン事業について」 
           会長・幹事・担当委員会 × 

 京都紫竹 「創立30周年記念例会予行練習」      × 
RYLA受講生(田中元子会員の社員)を紹介 

5/16 京都西 新入会員スピーチ「未定」  
                会員 仲  雅彦様 〇 

（月） 京都紫野  「奥さんや彼女が喜ぶ最新のホテルについて」   
    チェルカトラベル㈱ 井上 ゆき子様 × 

 
京都中 

「人生の有終の美を飾るために～ワタシのいき
かた考えて見ませんか？～」 佛教大学保健 
       医療学部准教授 濱吉 美穂様 〇 

 京都平安 18：30 次回例会は５月23日（月）の開催予定となり 
ます。 

5/17 京都東山 「クラブ戦略策定フォーラム」          × 

（火） 京都西南 「青少年奉仕フォーラム」             × 

 京都洛中 -新入会員スピーチ-               ▲ 
会員 山上 正喜様、細田 正則様 

 京都洛南 「未定」                       × 


