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「 活力と輝き 」 
- ロータリーの基本を大切に - 
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京都桂川RC会長テーマ  

「 つなぐ 」 
会長 山本 拓生 
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4-６月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  ４月２８日（木） 通常例会  
  市内24RC懇親ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会実行委員会 
  ５月 ５日（木） 祝日休会 
  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） 

 

◆地区行事     

  ４月２９日（祝） 国際奉仕セミナー（オンライン） 14：00～15：30 

（井上会員） 

  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） 

 

 

 

「 竹林 」 

京都市ふしみ学園 アトリエやっほぅ！！ 

日吉 雅治 さん 



 ２０２２年４月２８日（木）  第１４８４回例会  Vol.３２－２４ 

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す。 

２．本日例会終了後、市内２４RC懇親チャリティー 

 ゴルフ大会実行委員会が開催されます。実行委員会

 の方はご出席よろしくお願い致します。 

３．５月５日（木）の例会は祝日休会となります。 

４．５月１２日（木）、例会終了後に現次年度理事役員会

 が開催されます。 

 

◆ウクライナの米山学友は今 
 

ウクライナ出身の米山学友はこれまでに１２人。その

うちの１人、『ロータリーの友』２０２１年２月号の

「よねやまだより」に掲載されたテチ アナ・セゾネ

ンコさん（2017-19／大阪城南ＲＣ）の近況を紹介し

ます。 戦争勃発後、それまで製剤化学者として農作

物のための薬剤を開発する日々を送っていたテチアナ 

さんの生活は一変。祖国のために何かできることを･･

と考えた彼女は志願してボランティア団体に入り、 

最も弱い立場にいる人々のために、赤ちゃんのオムツ

や粉ミルク、衛生用品、食料、飲料水、ペットフード

などの生活必需品を送る活動を始めました。時には足

りない薬を探しに奔走し自費で購入することも。文字

通り昼夜を問わず奮闘する日々を送っています。  

彼女の世話クラブである大阪城南ＲＣも、会員や米山

学友から寄せられた義援金を送金したということで

す。テチアナさんは次のように語りました。「ロータ

リーの皆さんからのお金は難民の支援に充てていま

す。私は首都キーウ（キエフ）から８０km ほど離れ

た所にいて、破壊された町から逃げてきた人々の手助 

けをしています。一番の願いは小さな子どもたちが 

普通の生活を送れる日々を取り戻すことです。私の心

はウクライナとともにありま す。一日でも早く、明

るい日が来てほしい。ウクライナから希望をこめて」 

開会点鐘    12：30                              

ロータリーソング 「 我等の生業 」 

今日の歌 「 鯉のぼり 」 

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」 

     田中  守会員 

 中野 孝治会員 
   

閉会点鐘    13：30   

 

 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  

 今日の歌  「鯉のぼり」 
    文部省唱歌 

甍
いらか

の波と 雲の波 

重なる波の 中空
なかぞら

を 

橘
たちばな

かおる 朝風に 

高く泳ぐや 鯉のぼり 

◎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５月１２日（木）となっております。 
 

◎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。 

左上：米山奨学生の劉 希玲さん 

   と山本会長 

左下：RLI 修了・卒業証書授与 

   井上会長エレクトと会長 

       右：２・３月の会員誕生日お祝い 

       森会員、稲掛会員、会長と瀬田会員 



５月１２日（木） 
   

 「米山奨学生スピーチ」 
     米山奨学生   劉 希玲さん 

【 】 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  37,000円 
目標額 60,000円 達成率 62％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 21,000円 今年度累計 530,500円 
目標額 720,000円 達成率 74％ 1人当たり24,000円以上 

４月は母子の健康月間 

【 】小計 14,000円 今年度累計 426,500円 

目標額 599,400円 達成率 71％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

クラブ・デー 
 第３回クラブ協議会（地区大会報告） 

  吉田  修会員     万殿 慎二会員 

目標額 1,300,000円 達成率 61％ 

【ニコニコ箱】 小計 16,000円 今年度累計  788,700円 

万殿 慎二 ・スピーチさせていただきます。 

BOXへ 田中  守、三田 昌資、中川 俊夫 

稲掛 英男 

４月２１日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名） 
出席者 ２１名（４名）   ８０．７７％ 
ご来客  １名 
４/７ＭＵ後の出席率     １００．０％ 

 

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 

 コメントと統括  

       福岡那珂川病院緩和ｹｱ部長 月江 教昭氏 
 

申込不要・参加費無料です。 

髙橋 英明 ・リュウさんをお迎えして。 

 

吉田  修 

・児嶋さん、林さん 

 札幌までお疲れ様でした。 

 

井上 正佳 

・児嶋さん、林さん 

 北海道お疲れ様でした。 

瀬田 保二 ・皆様の健康を願って。 

森  正廣 ・富山の白えびと下呂温泉美肌の湯。 

 

 

 

出射 靖生 

・米ジョンズ・ホプキンス大の発表に 

 よると世界の感染者は５億人をこえ 

 死者は６１８万人に達しています。 

 感染に御注意。 

 

吉田  修 

・本日、クラブデー 

 クラブソングをうたいましょう。 

 

王   杲 

・吉田会員と万殿会員のスピーチを 

 楽しみに！ 

内山 正元 ・Ｒｙｕさん、はじめまして!(^^)! 

 

 

 

 

出射 靖生 

・現在感染者の大部分がＢＡ.２となっ

 ています。又、新たにＸＫ、ＢＡ５の

 派生型が報じられています。連休明けは

 大幅に感染者が増えると思われます。

 さらなる感染防止を。 

BOXへ 田中  守、三田 昌資、中川 俊夫 

万殿 慎二、井上 正佳、稲掛 英男 

 

山本 拓生 

・リュウさん、ようこそ京都桂川ロー 

 タリーへ 

 

森  正廣 

・米山奨学生、リュウ キレイさん 

 ようこそ。 

上原 従正 ・米山奨学生 劉 希玲さんを迎えて。 

万殿 慎二 ・りゅうさん、よろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・劉 希玲さんようこそ、いらっしゃ

 いました。 

 

末永  寛 

・吉田さんと万殿さんのお話しを楽し

 みに。 

谷口 泰義 ・吉田様、万殿様のご報告を期待して。 

BOXへ 田中  守、三田 昌資、井上 正佳 

稲掛 英男 

林  良訓 ・早退おわび。 



5/4 京都 「祝日休会」 

（水） 京都西北 「祝日休会」 

 京都北東 「祝日休会」 

 京都嵯峨野 「祝日休会」 

 京都朱雀 「祝日休会」 

5/5 京都南  12：15 「祝日休会」 

（木） 京都北 「祝日休会」 

 京都洛北 「祝日休会」 

 京都洛東 「祝日休会」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「祝日休会」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「祝日休会」 

 京都さくら 
18：30 

「祝日休会」 

 京都乙訓 「祝日休会」 

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  

4/29 京都東 「祝日休会」 

（金） 京都伏見 「祝日休会」 

 京都洛西 「祝日休会」 

 京都紫竹 「祝日休会」 

5/2 京都西 「休会」                       × 

（月） 

京都紫野 

「コロナ禍における旅行者の観光地再訪問 
意向と社会的ｺｽﾄ：観光地イメージと旅行不安
の観点から」 京都外国語大学国際貢献学部 
 グローバル観光学科講師 増田  央様  × 

 京都中 「休会」                       × 

 京都平安 18：30 次回例会は５月９日（月）の開催予定となり 
ます。 

5/3 京都東山 「祝日休会」 

（火） 京都西南 「祝日休会」 

 京都洛中 「祝日休会」 

 京都洛南 「祝日休会」 


