
第2650地区スローガン 

「 活力と輝き 」 
- ロータリーの基本を大切に - 

 ＲＩＤ2650ガバナー 馬場 益弘 

週報 Ｖｏｌ．３２-２８  第１４８８回例会  ２０２２年６月２日 

  RI会長 シュカール・メータ 

国際ロータリーテーマ 

京都桂川RC会長テーマ  

「 つなぐ 」 
会長 山本 拓生 

京都桂川ロータリークラブ 
DISTRICT 2650 CHARTERD AUGUST 21.1989 

The Rotary Club of KYOTO-KATSURAGAWA 

2021-2022 WEEKLY BULLETIN 

６-７月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  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  ゴルフ実行委員会 
  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 
  18：30～ 天壇祇園本店 
  ６月３０日（木） 次年度第１回クラブ協議会（年間計画） 
  ７月 ３日（日） マリン同好会 マリーナ雄琴 
  ７月 ７日（木） 通常例会 現次年度理事役員会 
 

 

◆地区行事     

  ６月１１日（土） ロータリー研修会及び懇親会 

  17：30受付 17：50～20：00予定 

  ホテルグランヴィア京都     （山本会長） 

  ６月１２日（日） 次年度IAC会長幹事研修会（ZOOM） 

  13：30～15：30 

  ６月１７日（金） 2021-2022年度 賛西会 17：40受付 

  18：00～20：00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 

  ７月１７日（日） インターアクト夏期研修結団式並びに 

  事前研修会 13：30～16：30 

  リーガロイヤルホテル京都 

 

 

 

 

 「かたつむりのえ」 

京都市ふしみ学園 アトエやっほぅ！！ 

肥後 深雪さん 



 ２０２２年６月２日（木）  第１４８８回例会  Vol.３２－２８ 

 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催いた

 します。 

２．５月２９日（日）第２回社会奉仕委員長会議が 

 オンラインで開催され、万殿会員が参加されました。 

３．５月３０日（月）ＡＮＡクラウンプラザホテルに 

 おいて京都平安ＲＣ創立２０周年記念例会・祝宴が

 開催され、山本会長、菱田幹事が出席いたしました。 

４．次週の例会は、京都西南ＲＣと合同ガバナー公式

 訪問です。ジャケット、ネクタイ着用で出席を 

 お願いいたします。 

 

祖国で人びとを助けるウクライナのクラブ 
 

自らも戦争の被害を受けているウクライナのロータリー
会員たちは、避難先から戻ってきた市民を支援するため
に、海外からの支援物資の配布と長期的な救援活動に取
り組んでいます。  
2月下旬にロシア軍が侵攻して以来、ウクライナのロー
タリー会員は定期的にビデオ会議を開いて対策にあたっ
てきました。ウクライナのロータリー雑誌『Rotariets』
の編集者であるミコラ・スタビリャンコさん（ウクライ
ナ・ロータリーEクラブ会員）によると、同国の会員の
活動は、民間の負傷者が手当てを受けている病院に薬と
電力を供給すること、避難している家族のシェルターを
見つけること、次々と送られてくる支援物資を管理する
ことを中心としています。  
 
平和の祈りを込めたコンサート  
 

エレナ・ボンダレンコ氏（平石）の記事がロータリー 
ボイスに掲載されました。 
以下はその抜粋です。  
  

広島の家族がロータリーを通じてウクライナを支援 
 

 私は、ウクライナ東部のドニプロという都市で育ちま
した。父はウクライナ人、母はロシア人です。留学のた
め ２１歳で来日し、広島市内の会社に勤めました。広
島西南ロータリークラブ会員である夫・雅史と出会っ
て、 今では１０代の息子３人を育てています。夫を通
じてロータリーについて知り、７年ほど前にベトナムに
赴いてロータリーの孤児院支援活動にも参加しました。  
２年前から、末の息子のバイオリン留学のためドイツに
住んでいます。ウクライナでの恐ろしい戦争が勃発した
のは、２月下旬に日本に一時帰国していたときです。 
ウクライナの親せきや親友たちのことを考えると心配で
たまりませんでした。キーウやドニプロだけでなく、 
マリウポリとドネツクから脱出できずにいる知り合いも
います。  
・・・ 私は以前から、広島で親子のための室内楽コン
サートを時々催していましたが、今回は急遽、ウクライ
ナ支援のためのチャリティコンサートとし、バイオリニ
ストの息子と、その友人であるピアニストの岡野純大さ
んが演奏することになりました。馴染みのあるクラシッ
ク音楽の曲を披露し、これまでの収益はロータリークラ
ブを通じてウクライナ支援のために寄付しました。  

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 」  

友愛の挨拶 

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 

「 ＲＹＬＡ参加報告 」 

 

       ＲＹＬＡ受講生   齊藤 翔太様 
 

閉会点鐘    13：30   

 

馬場益弘ガバナー公式訪問次第 
 

日 程  ６月９日（木） 
 

場 所  ザ・サウザンド キョウト 
 

同行者  伊藤哲雄 ガバナー補佐   

随行者  児島   賢  公式訪問担当副幹事長 

   德舛 秀治  公式訪問担当幹事  
 

１０：２０  ホテル玄関 役員集合 

（山本、王、井上、菱田、中野） 

１０：４０  ホテル玄関前 ガバナーご一行お出迎え 
   

１２：２５  例会場へご案内 

 ＊ガバナー・随行者の例会場への入場時は、全員起立し 

   拍手にてお迎えする。「友よ！！」にあわせて入場。 

１２：３０  例会 開会・点鐘 

１３：００  ガバナーアドレス 

１３：３０  閉会・点鐘 ガバナーご一行退席 

  ＊退場時全員起立拍手  

   

１３：４５  ガバナーと役員の懇談会 
 

   ジャケット、ネクタイ着用でお願いします。 

※来週の例会は（ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問）、京都西南RCとの合同

 例会および同時間帯で別宴会があり駐車場が満車になる事

 が予想されます。 

 出来るだけ、公共交通機関でお越し下さい。 

 

お疲れ様会＆新入会員歓迎会のご案内 
 

 日時 ２０２２年６月２５日（土） 

  １８：３０～ 

 場所 天壇 祇園本店 

 会費 １０，０００円 



６月９日（木） 
京都西南RCと合同「ガバナー公式訪問」 
 

 RI第2650地区ガバナー  
   馬場 益弘様 

【 】 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 8,000円 今年度累計 617,500円 
目標額 720,000円 達成率 86％ 1人当たり24,000円以上 

６月はロータリー親睦活動月間 

【 】小計 13,000円 今年度累計 506,700円 

目標額 599,400円 達成率 85％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

クラブ・デー 
「The Rotary Leadership Institute（RLI）について」  
   

目標額 1,300,000円 達成率 68％ 

【ニコニコ箱】 小計 21,000円 今年度累計  882,700円 

 

井上 正佳 

・ＲＬＩ地区委員、田中文夫様 

 ようこそお越し下さいました。 

BOXへ 三田 昌資、中川 俊夫 

 

 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 
 

 参加者   林、菱田、井上、万殿、中野、 

   太田〔靖〕、三田、谷口、德田、 

   王、山本、吉田の各会員 

５月２６日（木） 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 ２０名（３名）   ７６．９２％ 
ご来客  １名 
５/１２ＭＵ後の出席率     １００．０％ 

 

谷口 泰義 

・地区委員 田中文夫様 

 勉強させてもらいます。 

稲掛 英男・田中文夫様をお迎えして。 

髙橋 英明 ・福井南ＲＣ 田中様をお迎えして。 

王   杲 ・田中文夫様のスピーチを楽しみに。 

林  良訓 ・田中文夫様のスピーチ楽しみに。 

 

山本 拓生 

・ＲＬＩ委員会の田中様 今日はよろしく 

 お願いします。 

 

上原 従正 

・ＲＬＩ地区委員 田中文夫様をお迎え

 して。 

出射 靖生 ・田中文夫様のスピーチ楽しみに。 

 

内山 正元 

・上山様、昨日は大変お世話になり 

 ました!(^^)! 

BOXへ 井上 正佳、万殿 慎二、三田 昌資 

稲掛 英男 

末永  寛 ・田中さんのお話しを楽しみに。 

万殿 慎二 ・田中委員のお話し楽しみです。 

 

山本 拓生 

・富士山、山梨側から見に行ってきま

 した。 

森  正廣 ・柳川舟下りと九大本線の旅。 

菱田 匡樹 ・田中文夫様ようこそ。 

RI第2650地区RLI委員会 委員 
福井南RC会員     田中 文夫様  

 

出射 靖生 

・会食時一テーブル四人以内、２時間 

 ルールもなくなりました。 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計 7,000円      累計  21,300円 

 

万殿 慎二 

・内田さん 先日はありがとうござい

 ました。 

 

児嶋 雄二 

・福井南ＲＣ 田中会員のスピーチ 

 楽しみ！ 

BOXへ 中川 俊夫、稲掛 英男、三田 昌資 

井上 正佳、髙橋 英明 

 

５月会員誕生日 

お祝い 
 

 林会員と 

   山本会長 
 

おめでとう 

 ございます！ 



6/8 京都 - 新会員スピーチ- 「日本銀行の仕事」勝浦   
 大達様、「百貨店の未来」宮嵜 久朗様 〇 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                × 
「次年度第1回クラブアセンブリー」 

 京都北東 「クラブデー」                  × 

 京都嵯峨野 「よもやま話」     会員 森下 久治様 × 

 京都朱雀 「クラブアッセンブリー」            × 

6/9 京都南  12：15 「故 内田昌一名誉会員 追悼例会」     〇 

（木） 京都北 ｢歴史の証人 旧前川邸 ～幕末から未来へ～｣
新選組屯所旧前川邸当主 田野一十士様 × 

 京都洛北 「クラブデー」                   ▲ 

 京都洛東 「退任挨拶」                理事 × 

 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 

～新入会員スピーチ～            〇 
「自己紹介」 中西 良和様 

 京都乙訓 「未定」                      × 

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  

6/3 京都東 「 映像メディアと都市間競争」 京都産業大学    
    現代社会学部 教授 脇浜 紀子様 × 

（金） 京都伏見 「休会」                       × 

 京都洛西 「会員増強について」               × 
会員増強委員長 平松 敏克様 

 京都紫竹 家族同伴例会開催の為、例会日時・場所変更 

6/6 京都西 「小さなウイルスから教えてもらった事」     〇 
会員  渡辺  全夫様 

（月） 
京都紫野 

「色彩の役割とｶﾗｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ－今、気になる色
とは！－」一般社団法人きものｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ        
       協会 代表理事 能口 祥子様 × 

 京都中 「デジタル世界から転身、起業  伝統工芸の
発信」Pieces of Japan CEO 小山ティナ様 × 

 京都平安 18：30 「未定」 

6/7 京都東山 クラブデー「５５周年実行委員会フォーラム②」 
                           × 

（火） 京都西南 京都桂川ロータリークラブとの合同ガバナー 
公式訪問の為、６月９日(木)に例会日変更  × 

 京都洛中 「未定」 

 京都洛南 「理事・役員 退任挨拶」  辻井   博様   × 
山仲 修矢様、 西芝   実様、辻   宗和様  


