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 ＲＩＤ2650ガバナー 馬場 益弘 

週報 Ｖｏｌ．３２-２６  第１４８６回例会  ２０２２年５月１９日 
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５-６月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  ５月１９日（木） 通常例会 ゴルフ実行委員会 
  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２５日（土） お疲れ様会＆新入会員歓迎会 
  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 

  京都ブライトンホテル 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） 

  ５月２８日（土） 公共イメージ担当者会議（ZOOM） 

  ５月２９日（日） 第２回社会奉仕委員長会議 13：20受付 

  13：30～16：00 オンライン開催  （万殿会員） 

 

 

 

出射会員夫人 出射喜代子画 



 ２０２２年５月１９日（木）  第１４８６回例会  Vol.３２－２６ 

１．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。   

２．５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した。 
 

３．５月２０日（金）～２２日（日）花園会館において 

  RYLAが開催されます。菱田会員の紹介により齊藤

 翔太さんが参加されます。齋藤さんには後日、例会

 においてスピーチをしていただきます。    

４．５月２０日（金）京都ブライトンホテルにおいて、

 京都紫竹RC創立３０周年記念例会・祝宴が開催され

 山本会長と菱田幹事が出席いたします。 
 

５．５月２１日（土）2022年規定審議会・地区報告会が

 オンライン開催され、万殿会員が出席されます。 
 

６．５月２１日（土）ホテルオークラ京都において、京都

 市内RC会長・幹事懇談会が開催され、井上会員と

 髙橋会員が出席されます。 

７．６月２５日（土）お疲れ様会と太田靖彦さんの歓迎 会

 を開催します。詳細は決まり次第ご案内いたしますの

 でご予定ください。 

日 時 2022 年５月１２日(木) 例会終了後 
出席者 山本、王、井上、万殿、菱田、田中、三田、 
 髙橋、森、中野、林、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 ⇒ 確認済 
３．京都西南ＲＣとのガバナー公式訪問について  
 ⇒ 確認済 
４．第４回クラブ協議会について 各委員長の活動報告 
 ⇒ 確認済 
５．西京社会福祉協議会からパラスポーツ大会開催への 
  支援のお願い「京都桂川RC杯パラスポーツ大会」（案） 
 ⇒ 次年度開催 
６．菱田会員の職業分類の変更について 
 ⇒承認 
７．その他 
   ・スピーチ予定 
 ・６月２５日（土）お疲れ様会を開催 
   ・ウクライナ募金箱の設置 

日 時 2022 年５月１２日(木) 現年度理事会終了後 
出席者 井上、王、山本、髙橋、田中、中野、万殿、 
 菱田、内田、末永、三田、児嶋、中川の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．会長テーマ並びに会長所信とクラブ運営について 
 ⇒ 会長テーマ「立ちあがろう」 
３．次年度例会運営について（会場設営・表敬訪問・ 
 ビジター受付） 
 ⇒ ビジター受付については次年度までに決める。 
４．次年度予算（案）について 
 ⇒ 会費の見直しを検討する。 
５．第１回クラブ協議会について  
 ⇒ 確認済 
６．インターアクト夏期研修について  
 ⇒ 洛西高校から２年生１名参加。 
７．創立３３周年記念例会について 
 ⇒会員と家族で開催する。 
８．ロータリーの友について 
 ⇒ 印刷版と電子版の購読について会員に聞く。 
９．名誉会員について 
 ⇒ 安田会員と松尾会員に会長から連絡する。 
10．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 
 ⇒ 視察は、６月３日（金）に行うことを決定。 
   ウクライナの募金先は今後協議する。 
 11．その他 
 ・西京社会福祉協議会パラスポーツ大会開催へ 
  の支援のお願い「京都桂川RC杯パラスポー 
  ツ大会」 

開会点鐘    12：30                              

ロータリーソング 「 四つのテスト 」 

今日の歌 「 朧月夜 」 

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」 

         吉田  修会員 

    森  正廣会員 
 

閉会点鐘    13：30   

◎次年度ロスターの原稿と写真の変更は本日までに 

 事務局までお知らせ下さい。 

 今日の歌        「朧月夜」 

高野辰之作詞・岡野貞一作曲 
 

菜の花畠
ばたけ

に 入り日薄れ 

見わたす山の端
は

 霞
かすみ

ふかし 

春風そよふく 空を見れば 

夕月
ゆうづき

かかりて におい淡し 



５月２６日（木） 
   

クラブ・デー 
「The Rotary Leadership Institute（RLI）について」  
 RI第2650地区RLI委員会 委員 
 福井南RC会員      田中 文夫様  

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

【 】 小計    0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 24,000円 今年度累計 569,500円 
目標額 720,000円 達成率 79％ 1人当たり24,000円以上 

５月は青少年奉仕月間 

【 】小計 17,000円 今年度累計 467,500円 
目標額 599,400円 達成率 78％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

「米山奨学生スピーチ」 

目標額 1,300,000円 達成率 65％ 

【ニコニコ箱】 小計 36,000円 今年度累計  844,700円 

山本 拓生 ・リュウさんスピーチ楽しみに。 

BOXへ 中野 孝治、田中  守、児嶋 雄二 

中川 俊夫 

５月１２日（木） 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 ２４名（４名）   ８８．８９％ 
ご来客  １名 
４/２１ＭＵ後の出席率     １００．０％ 

 

内田 勝彦 

・米山奨学生 劉 希玲さんのスピーチ

 を楽しみに。 

 

内山 正元 

・希玲さんのスピーチを楽しみにして 

 います。 

 

髙橋 英明 

・りゅうさんのスピーチ楽しみにして 

 います。 

林  良訓 ・劉さんのスピーチ楽しみに。 

井上 正佳 ・劉さんのスピーチ楽しみです。 

 

山本 拓生 

・太田靖彦さん、これからよろしくお願

 いします。 

王   杲 ・新入会員の太田靖彦さんを歓迎して。 

内田 勝彦 ・太田靖彦さん、ようこそ！ 

 

上原 従正 

・リュウ キレイさんのスピーチを 

 楽しみに。 

 

王   杲 

・米山奨学生の劉さんのスピーチ 

 楽しみに！ 

万殿 慎二 ・希玲さん、ようこそ。 

BOXへ 田中  守、德田 正彦、吉田  修 

三田 昌資、井上 正佳 

谷口 泰義 ・劉 希玲さんのスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・太田靖彦さん、入会歓迎。 

三田 昌資 ・太田様、入会歓迎します。 

 

吉田  修 

・太田靖彦さま、ようこそ！ 

 ご入会おめでとうございます。 

瀬田 保二 ・ひさしぶりに良い仕事が出来ました。 

 

末永  寛 

・上原さん、先日はありがとうござい

 ました。 

 

菱田 匡樹 

・太田さん本日から宜しくお願いし

 ます。 

吉田  修 ・劉 希玲さんのスピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・劉さんのスピーチ楽しみに。 

米山奨学生  劉  希玲さん 

 

出射 靖生 

・連休明けやはりコロナ患者が増えま

 したね。 

 

森  正廣 

・島根県、浜田市「護国神社」「石神社」

 参拝。 

 

德田 正彦 

・本年度の梅雨入りの走りが早いで

 すね。 

BOXへ 田中  守、万殿 慎二、髙橋 英明 

井上 正佳、三田 昌資、中川 俊夫 

 

出射 靖生 

・米山奨学会 劉 希玲さんのスピーチ 

 楽しみに。 

森  正廣 ・希玲さんのスピーチ楽しみに。 

中野 孝治 ・太田靖彦さん、ようこそ！！ 

 

内田 勝彦 

・ヨットには、良い季節になってきま

 した。 

林  良訓 ・米山に。 

５月１２日、太田  
靖彦さんが入会され 
ました。 



5/25 
京都 

「『職業倫理』と職業奉仕」           〇 
一級建築士事務所 坂本克也建築事務所 
R.I.第2650地区パストガバナー 坂本 克也様 

（水） 京都西北 「京都嵯峨野ロータリークラブとの合同例会」 
 のため 例会場臨時変更          × 

 京都北東 「未定」        会員 松井 紀利様 × 

 京都嵯峨野 「京都西北ＲＣとの合同例会」        × 

 京都朱雀 「未定」                      × 
医療法人家森クリニック 岩見美香先生 

5/26 京都南  12：15 新会員スピーチ 「自己紹介」藤井 和広会員  
          「未定」 内海 明生会員   〇 

（木） 
京都北 

-音楽例会-｢こころを聴く｣           × 
明覺寺 前住職、ソプラノ歌手 柱本めぐみ様 

ピアノ伴奏 釋   恵一様 

 
京都洛北 

「ニューノーマル社会へ対応する人材の育成 
 について」                   ▲  
   ㈱ＡＣＣ代表取締役社長 中屋 建二様  

 京都洛東 「スーパーサーズデー」            × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「青少年奉仕部門フォーラム」        × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢週報今昔｣                    × 
会員 伊東 一壽様 

 京都さくら 
18：30 

「第11回日本さくらロータリー会合同例会」の
為、例会日時・場所臨時変更。       × 

 京都乙訓 「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  

5/20 京都東 「始めの始め：クラブ創立記念に因んで」  × 
会員 左右田健次様 

（金） 京都伏見 ～青少年奉仕クラブ・フォーラム～      × 

 京都洛西 「クラブ・デー」                  × 

 京都紫竹 例会時間変更 創立30周年記念式典・祝宴 
17：00より                     × 

5/23 
京都西 

 追悼例会                     〇 
「故 田中照敏会員を偲んで」会員  西村義行様
「故 井上敏男会員を偲んで」会員 北尾剛久様 

（月） 
京都紫野 

「なぜ文化財保護が必要なのか？」     × 
 公益財団法人 京都古文化保存協会  
    常務理事兼事務局長 後藤 由美子 様 

 京都中 「特別シンポジウム」の為、日時変更     × 

 
京都平安 18：30 

「未定」   ㈱玄米酵素 大阪支社 総合健康
事業部 部長代理 健康経営アドバイザー 
                  平川 就司様 × 

5/24 京都東山 「会員増強フォーラム」             × 

（火） 京都西南 「故 植松繁一名誉会員追悼例会」      × 

 京都洛中 「Enjoy Outing！楽しみの源流」 ㈱ロゴスコー
ポレーション 代表取締役 柴田 茂樹様 ▲ 

 
京都洛南 

「献血セミナー」 京都府赤十字血液センター 
事業推進部献血推進 課長  谷口 雅紀様 
事業推進部献血推進課  黒田由里香様 × 


