
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 

６-７月の行事予定 

◆クラブ内行事      
  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） ロータリー研究会及び懇親会 

  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 ２日（土） 米山奨学生・カウンセラー集会 

  10：00～12：00 京都東急ホテル 

  ７月１３日（水） 2022学年度米山奨学生 京都祇園祭体験会 

  12：30～18：00 

 

 

 

週報 Ｖｏｌ．３２-２９  第１４８９回例会  ２０２２年６月９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 

 「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９日（木）  第１４８９回例会  Vol.３２－２９ 

 

◆ロータリーレートについて 
日本事務局より、６月のレートは１ドル１２７円と 
お知らせが届きました。（参考：５月１３０円） 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 我等の生業 」 

今日の歌 「 琵琶湖周航の歌 」 

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 

  「ガバナー公式訪問所感」 

  RI第2650地区ガバナー  

     馬場 益弘様 
  

閉会点鐘    13：30   

例会プログラム 

１．本日は京都西南ＲＣとの合同ガバナー公式訪問 

 です。 

２．６月１１日（土）ホテルグランヴィア京都において

 ロータリー研究会及び懇親会が開催され、山本会長

 が出席されます。 

３．６月１２日（日） 次年度IAC会長幹事研修会が

 オンラインで開催され、インターアクト夏期研修

 に参加予定の山下桃奈さんが参加されます。 

４．次週例会終了後、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。 

馬場 益弘ガバナー公式訪問 
 （京都西南RCと合同例会）  

伊藤 哲雄  ガバナー補佐 

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 

  

馬場 益弘
ばんば  ま すひろ

ガバナーをお迎えして 

（京都西ロータリークラブ） 
 

 

生年月日 1952年(昭和27年)12月8日生  

最終学歴 1971年3月  

 京都府立桂高等学校 卒業  

職 業 株式会社 不二家商事 

 （代表取締役社長）  

職業分類 学校給食 

 

 

ロータリー歴 
クラブ関係 

 1992年6月15日 京都西ロータリークラブ入会 

 1996－97年度 青少年育成委員長 

 2000－01年度 ローターアクト委員長 

 2001－02年度 理事  新世代委員長 

 2002－03年度 職業選択・活動表彰委員長 

 2005－06年度 役員  会場監督 

 2006－07年度 ローターアクト委員長 

 2007－08年度 親睦活動委員長 

 2009－10年度 幹事 

 2010－11年度 理事 クラブ奉仕委員長 

 2011－12年度 理事 会長エレクト 

 2012－13年度 会長、諮問委員長 

 2013－14年度 指名委員長 

 2014－15年度 姉妹クラブ委員長 

 2015－16年度 理事 

 2017－18年度 理事 創立60周年実行委員長 

 2018－19年度 理事 

地区関係  

 2006－07年度 地区会員増強委員会 委員 

 2018－19年度 地区ロータリー情報委員会 副委員長 

 2019－20年度 ガバナー補佐 
 

その他 

 ロータリー米山記念奨学会 米山功労者 第5回マルチプル 

 ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター  
 

職 歴 

1971年 株式会社 不二家商事 入社 

2003年 株式会社 不二家商事  

 代表取締役社長 就任 

公 職 

公益財団法人 日本セーリング連盟 副会長 
 

 

受 賞 

  京都府スポーツ賞（セーリング） 受賞 

  京都市優秀選手賞（セーリング） 受賞 

 

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１６日（木） 
 クラブ・デー 
 「第４回クラブ協議会」（年間総括） 

【 】 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 19,000円 今年度累計 636,500円 
目標額 720,000円 達成率 88％ 1人当たり24,000円以上 

６月はロータリー親睦活動月間 

「ＲＹＬＡ参加報告」  

目標額 1,300,000円 達成率 70％ 

【ニコニコ箱】 小計 32,000円 今年度累計  914,700円 

児嶋 雄二、稲掛 英男、髙橋 英明

井上 正佳、上原 従正、万殿 慎二 

・ＲＹＬＡ受講生  齊藤翔太さんの

 スピーチを楽しみに。 

BOXへ 三田 昌資、田中   守、中野 孝治 

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 （12名） 

６月２日（木） 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 ２２名（３名）   ８４．６２％ 
ご来客  １名 
５/１９ＭＵ後の出席率     １００．０％ 

 

内山 正元 

・齊藤さん、ゆっくり落ち着いてお話し 

 下さい。 

 

吉田  修 

・王さん、先日の炉辺会合ではお世話に 

 なりました。 

 

末永  寛 

・児嶋さん、先日は本ありがとうござい

 ます。 

BOXへ 吉田  修、万殿 慎二、井上 正佳 

稲掛 英男、田中  守、德田 正彦 

 

山本 拓生 

・昨晩 愛犬が天国にいきました。嫁が 

 ペットロスにならないか心配です。 

德田 正彦 ・梅雨入り予報は、間もなくでる？ 

【 】小計 19,000円 今年度累計 525,700円 
目標額 599,400円 達成率 88％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

菱田 匡樹 ・本日、齊藤を宜しくお願いします。 

RYLA受講生 齊藤 翔太様 

内田 勝彦 ・久しぶりに娘と食事してきます。 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計 2,000円      累計  23,300円 

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、 

菱田幹事が出席されまし

た。 

 

 

森  正廣 

・新緑の黒部峡谷鉄道と宇奈月温泉。 

 トロッコ列車は今年は雪どけが遅く 

 全線開通は５月２５日からでした。 

谷口 泰義 ・暑さに負けない様頑張ります。 

 

 

出射 靖生 

・四回目のワクチン接種が始まりまし

 た。年寄りは必ず受けましょう。 

 持病の有る人も。 

山本 拓生 ・齊藤さんスピーチ楽しみに。 

吉田  修 ・齊藤さん ガンバレー。 

森  正廣 ・齊藤翔太君のスピーチ楽しみに！ 

内田 勝彦 ・６月２７日 月曜日、「はでな」さんで 

 久しぶりにライブします。 

林  良訓 ・早退おわび。 

BOXへ 田中  守、髙橋 英明、三田 昌資 

稲掛 英男、井上 正佳、中川 俊夫 

万殿 慎二、中野 孝治、児嶋 雄二 

内田 勝彦、出射 靖生、王   杲 

・ＲＹＬＡ受講生  齊藤翔太さんの

 スピーチを楽しみに。 



 

 会員名 職業分類 勤務先    役職 

 松尾 義平 名誉会員   

 安田   勝 名誉会員   

H 林  良訓 マリーナ経営 ㈱マリーナ雄琴 代表取締役 

 菱田 匡樹 不動産業 丸菱建設㈱ 取締役 

Ⅰ 出射 靖生 病院経営 医療法人回生会 京都回生病院 理事長 

 稲掛 英男 内科(循環器科) 稲掛医院 院長 

 井上 正佳 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・装飾業 ㈱イマジン 代表取締役社長 

K 鎌野 孝和 外科医 かまの外科医院 院長 

 児嶋 雄二 電子部品製造 ㈱京写 会長 

 近藤永太郎 幼稚園 学校法人川西幼稚園 理事長 

M 万殿 慎二 ﾘﾌｫｰﾑ工事業 ㈲万殿建設 代表取締役社長 

 森    正廣    

N 中川 俊夫 自転車製造卸 ㈱中川商会 代表取締役 

 中野 孝治 呉服小売 なかの孝 ㈱ 代表取締役 

O 織田 鉄也 土木工事 ㈱ キョウラク 代表取締役 

 太田 勝彦 総合建設 太田建工㈱ 代表取締役 

 太田 靖彦 建築業 新都建設㈱ 代表取締役 

S 三田 昌資 情報通信業 ＮＩＣ ㈱ 代表取締役 

 瀬田 保二 美術工芸販売 ㈱賛交社 代表取締役 

 末永   寛 家具小売 ㈲インテリア末永  

T 髙橋 英明 貸しビル業 ㈱高橋ビル 代表取締役 

 田中   守 税務ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中税務会計事務所 所長 

 谷口 泰義 事務用品販売 ㈱西京オフィスシステム 顧問 

 德田 正彦 農業 有限会社徳田 代表取締役 

U 内田 勝彦 物品賃貸業 総合レンタル㈱ レントオール京都 代表取締役 

 内山 正元 弁護士 小槻法律事務所  

 上原 従正 胃腸科医 医療法人上原医院 院長 

 上山 泰弘 歯科医師 上山歯科診療所 院長 

W 王    杲 中国料理 ㈱桃園亭、㈱長城 代表取締役 

Y 山本 拓生 司法書士 山本拓生司法書士事務所 代表 

 吉田  修 獣医 吉田ペットクリニック 院長 

 

京都桂川ロータリークラブ 会員名簿 

（敬称略） 

会員３１名 名誉会員２名含む 



 

日 時 2022 年６月２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、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．お疲れ様会＆新入会員歓迎会 
 ⇒ ６月２５日（土）１８：３０～ 天壇、１万円 
 レセプタント６名 
６．決算総会における会計監査の選任について 
 ⇒会長に一任 
７．退会会員について 
 ⇒本人から意向を確認する 
８．その他 
   ・６月のスピーチ予定 

日 時 2022 年６月２日(木) 現年度理事会終了後 
出席者 井上、王、山本、髙橋、田中、万殿、菱田 
 末永、三田、児嶋の各会員 
議 事 
１．前回議事録の確認 
２．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） 
 ⇒７月よりビジターを受ける 
３．次年度予算（案）について 
 ⇒承認 
４．上半期会費納入について 
 ⇒承認 
５．第１回クラブ協議会について  
 ⇒ 確認済 
６．第１回クラブ討論会（ｸﾗﾌﾞ管理・運営）について  
 ⇒ 万殿委員長担当 
７．創立３３周年記念例会について 
 ⇒会員と家族と米山奨学生およびＯＢにもご案内 
  する。 

８．第１回炉辺会合の開催について 
 ⇒ 開催する、委員長に一任。 
９．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 
 ⇒ ６月３日のゴルフ場との打ち合わせの後、 
 役割分担を決定する。 
 10．その他 
 ・例会休会日の変更  
   ３/２３（木）→４/１３（木） 

 ５月２８日（土）桃園亭において、炉辺会合が行

われました。メンバーは山本会長、瀬田会員、吉田

会員、王会員、三田会員で２組合同で行いました。 

 コロナ禍でなかなか開催できませんでしたが、 

これからの京都桂川ロータリークラブの増強につい

てお話したり等、久しぶりの炉辺会合を和やかに楽

しく実施することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

報告：三田 昌資 



6/15 
京都 

「ロシアによるウクライナ侵略と国際社会から求
められる対応」国際政治学者(ウクライナ出身)  
               グレンコ・アンドリー様 〇 

（水） 京都西北 「退任挨拶」            理事・役員 × 

 京都北東 移動例会 「退任挨拶」    理事・役員  × 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                  × 

 京都朱雀 「情報集会の報告会」             × 

6/16 

 
京都南  12：15 

「退任挨拶」 理事 篠原敏晴様、于  修忠様 
情野 剛様、木下博史様、理事・役員 河合 
典之様、役員 前田 大介様         〇 

（木） 
京都北 

｢文化遺産の保存と継承に寄せて｣ 
大日本印刷㈱ マーケティング本部 
 MLAビジネスデザイン部部長 桐谷 修様× 

 京都洛北 「自分って」      会員 石岡 寛一様 ▲ 

 京都洛東 「休会」                      × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」                      × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

 ｢公共イメージ委員会報告 ｣         × 
次年度公共イメージ委員長 平田 喜洋様 

 京都さくら 
18：30 

「介護保険制度を知る」 ～安心できる老後を 
 迎えるために～  医療法人弘英会  
 介護事業部 統括 部長 蜂谷  忍様 〇 

 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  

6/10 京都東 「大崎事件と私-えん罪をわがこととして考える」 
            弁護士 鴨志田祐美様  × 

（金） 京都伏見 「次年度クラブ・アッセンブリー、理事・役員 
 退任挨拶」                    ×         

 京都洛西 「退任挨拶」            理事・役員 × 

 
京都紫竹 

「2022～23年度 第１回クラブ協議会３クラブ合同 
 ガバナー公式訪問に向けて 田中元子ガバ  
 ナー補佐をお迎えしての例会」       × 

6/13 京都西 -新入会員スピーチ-「きもの“も”ある生活を。」   
              会員  岡本 夏樹様 〇 

（月） 京都紫野 「新しい教育現場の挑戦」 レンタルバランス  
         カウンセラー 久保 静香様 × 

 京都中 「創立31周年記念例会～大念佛狂言鑑賞の
夕べ～（特別夜間例会） 」時間・場所変更 × 

 京都平安 18：30 「未定」 

6/14 京都東山 「クラブ協議会に向けて」            × 

（火） 
京都西南 

「コロナ感染が広がった台湾の最新状況につ
いて」デンカ㈱ライフイノベーション部門研究員            
              米山学友 田智方様 × 

 京都洛中 「年度忘れお笑い話」   会員 才門 俊文様 
     寺田 保久様 会長 山本  惠様 〇 

 京都洛南 「理事 退任挨拶」                 × 
林     甫様、小中  達磨様、荒木 稔雄様  


