
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 理事役員会 
 
 
 
 
 
 

 

◆地区行事     

  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１２日（火） ロータリーほろにが会７月例会（京都西RC） 

  18：00～ ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都  

  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 

  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 

 

 

 

週報 Ｖｏｌ．３２-３０  第１４９０回例会  ２０２２年６月１６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 アトリエやっほぅ！！ 

肥後 深雪さん 



 ２０２２年６月１６日（木）  第１４９０回例会  Vol.３２－３０ 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ 」 

今日の歌 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌 」 

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 

  クラブ・デー 

  「第４回クラブ協議会」（年間総括） 
 

閉会点鐘    13：30   

例会プログラム 

１．６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

 が出席されました。 

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．次週の例会は休会です。 

４．６月１７日（金）リーガロイヤルホテルにおいて

 賛西会が開催されます。 

５．６月３０日（木）伊藤ガバナー補佐をむかえて 

 次年度第１回クラブ協議会を開催いたします。 

 各委員長は活動計画についての発表をお願いいた

 します。 

 

◆イマジン メルボルン 
 

 ２０２２年ロータリー国際大会で新たな視野を見つ
け、新しいアイデアにインスピレーションを受けた 
参加者たちは、オーストラリア第二の都市、メルボル
ンで開かれる次年度の大会に目を向け始めています。
２０２３年国際大会は、来年５月２７日～３１日に開
催されます。 
 芸術、スポーツ、グルメのメッカ、メルボルンでは
「イマジン ネクスト」（次を想像しよう）を合言葉
に、ロータリーの未来の可能性を共に探ります。 
 次年度の大会では、「多様性、公平さ、インクルー
ジョン（DEI）」へのロータリーのコミットメントに
スポットライトを当て、思考を刺激する数々の講演と
情報豊かな分科会が予定されています。ホスト組織委
員会も、スポーツ、文化的多様性、グルメなレストラ
ン、ストリートアートで知られるこの街の活気を参加
者に感じてもらえるようなさまざまな企画を立ててい
ます。 
 １２月１５日までに登録すると、登録料の早期割引
が適用されます。 
 新型コロナウイルスの流行により過去２大会がバー
チャル開催となり、ヒューストン（米国テキサス州）
での今大会は２０１９年以来の対面式での開催となり
ました。ロータリーの世界的ネットワークが集まり、
感動的なシーンにあふれた今大会では、対面式に加
え、バーチャルでの充実したプログラムも提供されま
した（バーチャルプログラムの録画は８月３１日まで
視聴可能）。  

 

 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、 

   三田、谷口、德田、王、山本 

   吉田の各会員 （11名） 

 ６月１１日（土）烏丸京都ホテル「桃李」において

炉辺会合をもちました。 

 メンバーは、上原、上山両会員及び私の３名でした。 

台北訪問の懐かしいエピソード、創立当初のメンバー

の状況更にはコロナ禍における例会の持ち方など多岐

にわたる意見が出されて大いに盛り上がりました。 

 

桃李の懐かしくそ

しててらいのない

料理の味に３人

揃って感じ入った

次第です。 

          
報告：内山 正元 

 

 

 

 会員誕生日お祝い 

 １０日 上山泰弘会員   

 ２５日 林 良訓会員 
 

 創業記念日お祝い 

  １日 太田勝彦会員 太田建工㈱ 

  １日 髙橋英明会員  ㈱髙橋ビル 

 ２３日 菱田匡樹会員 丸菱建設㈱ 

次週の例会（6/23）は休会です。 

６月おめでとうございます 



６月３０日（木） 
 「次年度第１回クラブ協議会」（年間計画） 
 RI第2650地区ガバナー補佐 
    伊藤 哲雄様 

【 】 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 19,000円 今年度累計 655,500円 
目標額 720,000円 達成率 91％ 1人当たり24,000円以上 

６月はロータリー親睦活動月間 

「ガバナー公式訪問所感」 

目標額 1,300,000円 達成率 75％ 

【ニコニコ箱】 小計 60,000円 今年度累計  974,700円 

BOXへ 中川 俊夫 

６月９日（木）京都西南RCと合同「ガバナー公式訪問」 
会員数 ２９名（内出席免除６名） 
出席者 ２３名（４名）   ８５．１９％ 
 （京都西南ＲＣ出席者２９名） 
ご来客  ４名 
５/２６ＭＵ後の出席率     １００．０％ 

京都西南ＲＣ 

懸野 直樹様 

・出射先生、母が長らくお世話にな 

 りありがとうございました。 

内田 勝彦、上原 従正、髙橋 英明 

稲掛 英男、田中  守、瀬田 保二 

出射 靖生、中野 孝治、王   杲 

吉田  修 

・馬場益弘ガバナーをお迎えして。 

BOXへ 吉田  修、中野 孝治、万殿 慎二 

井上 正佳、稲掛 英男 

 

林  良訓 

・馬場ガバナー本当に御苦労様です。 

 よろしくお願いします。 

 

德田 正彦 

・馬場ガバナーをお迎えして、久しぶ

 り合同例会よろしく。 

【 】小計 28,000円 今年度累計 553,700円 

目標額 599,400円 達成率 92％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

 

山本 拓生 

・馬場ガバナーをようやくお迎えする

 ことがきました。本日はよろしくお願

 いします。 

RI第2650地区ガバナー  
 馬場 益弘様 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計 3,100円      累計  26,400円 

 

万殿 慎二 

・馬場ガバナー本日はよろしくお願い 

 します。 

 

 

井上 正佳 

・馬場ガバナー、伊藤ガバナー補佐 

 西南ＲＣの皆様、ようこそお越し下さ

 いました。 

内山 正元 ・ガバナーをお迎えして。 

BOXへ 三田 昌資、中川 俊夫、井上 正佳 

稲掛 英男、田中  守、髙橋 英明 

・RI第2650地区 ガバナー 

  ガバナー補佐 

  副幹事長 

  幹事 

馬場 益弘様 

伊藤 哲雄様 

児島  賢様 

德舛 秀治様 

山本 拓生 ・京都西南ＲＣの皆様、お久しぶりです。 

 

谷口 泰義 

・久し振りの合同例会でお逢い出来た人 

 ありがとうございます。 

森  正廣 ・鳥羽、国崎「海士潜女神社」参拝。 

児嶋 雄二 ・馬場ガバナーをお迎えして・・・。 

 

万殿 慎二 

・京都西南ＲＣの皆様、お久しぶりで

 す。 

 

吉田  修 

・京都西南ロータリークラブの皆様 

 お世話になりありがとうございます。 

 

林  良訓 

・西南ＲＣの皆様お久しぶりです、 

 よろしくお願いします。 

内田 勝彦 ・西南ＲＣの皆様、お久しぶりです。 

 

 

出射 靖生 

・コロナ感染も少し減少してきましたが

 オミクロン株は後遺症が強く、長続き

 するようですので、まだまだ御用心。 

菱田 匤樹、森  正廣、末永   寛 

・馬場ガバナーをお迎えして。 

 

田中   守 

・西南ロータリークラブの皆様 

 本日は宜しくお願いします。 

 

王   杲 

・京都西南ＲＣ様 

 本日は宜しくお願い致します。 

 

内田 勝彦 

・家庭集会第５班の皆様 

 よろしくお願い致します。 



6/22 京都  -老･壮･青 会員スピーチ-  老：内田 俊一様  
    壮：平野 裕之様、青：上田 勝康様 〇 

（水） 京都西北 ヤレヤレ会開催のため、日時臨時変更→ 
  ２３日(木) 17:30～              × 

 京都北東 「退任挨拶」             会長・幹事 × 

 京都嵯峨野 ごくろうさん例会の為、例会変更       × 

 京都朱雀 「退任役員スピーチ」              × 

6/23 

 
京都南  12：15 「休会」                       × 

（木） 京都北 ｢一年を顧みて」                 × 
会長、副会長、幹事、理事・役員 

 京都洛北 「立志照遇」       会員 西田 成希様 ▲ 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」             × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「第５回クラブ協議会（退任挨拶）」      × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「２０２１－２２年度を振り返って」        × 
会長 依田 純三様、幹事 北岡 治子様 

 京都さくら 
18：30 

「退任挨拶」      会長 石松 陽一様 〇 
副会長 内藤 克敏様、幹事 岩田 宏隆様 

 京都乙訓 「クラブ協議会」 
～年次活動報告・次年度申送り～      × 

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  

6/17 
京都東 

「乳がんを知る」-最も女性に身近ながんとして- 
医療法人財団 足立乳腺クリニック 院長  
                  柏葉 匡寛様 × 

（金） 京都伏見 「音楽例会」                    × 

 京都洛西 「退任挨拶」            理事・役員 × 

 京都紫竹 「第５回クラブ協議会（次年度のために）」  × 

6/20 京都西 「『活力と輝き』の日々を振り返って」      〇 
RI第2650地区幹事長 会員 谷内 弘照様 

（月） 
京都紫野 

 「まいにち建築防災 建築物を安心安全に維  
 持改修し、事故防災に備えよう」   京都市  
  都市計画局建築指導部長 髙木 勝英様× 

 京都中 「一年を振りかえってⅠ反省会」 会長・幹事× 

 京都平安 18：30 「未定」 

6/21 京都東山 「ヤレヤレ例会」                  × 

（火） 京都西南 第３回クラブアッセンブリー 
次年度第１回クラブアッセンブリー       × 

 京都洛中 「退任の挨拶」           各理事・役員 〇 

 京都洛南 「会長・幹事 退任挨拶」            × 
会長 福田 利生様、幹事  杉井 康夫様 


