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The Rotary Club of KYOTO-KATSURAGAWA 

「 立ちあがろう 」 

2022年8月23日 

Vol.３３-７  第１４９８回例会 

「イマジン ロータリー」 
 RI会長 ジェニファー E．ジョーンズ  

「感動、感激、そして感謝」 
ＲＩＤ2650ガバナー 尾賀 康裕 

あおぞら 「大翔の世界」 植嶋 ひろとさん 

行事予定 

◆クラブ内行事    
  ９月 １日（木） 通常例会 理事役員会 
  ９月 ４日（日） 嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 10：00～11：00 
  ９月 ８日（木） 通常例会 ゴルフ実行委員会 
  ９月１０日（土） 京都西南RC合同 「秋の家族会」 マリーナ雄琴  
  ９：００～プール、 １０：００～モーターボート＆ヨットの乗船 
  １２：００～開会 BBQ  

◆地区行事  
  ８月２５日（木） 京都北RC創立６５周年記念例会  11：30～受付・昼食・呈茶 
  13：00～記念例会  京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ  （井上会長、髙橋幹事） 
  ９月１０日（土） 第１回青少年奉仕担当者会議 ｵﾝﾗｲﾝ会議 13：00～16：40 
  ９月１１日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 RLIﾊﾟｰﾄⅠ研修会 9：45～16：30 

  （王会員、ZOOM参加） 
  ９月１４日（水） 京都市内24RC連絡協議会 第1回会長・幹事会 
  17：30受付 18：00～ ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ京都    （井上会長、髙橋幹事） 
 

 



 ２０２２年８月２３日（火）  第１４９８回例会  Vol.３３－７ 

 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング「 我等の生業 」 

今日の歌 「 我は海の子 」  

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 

       尾賀 康裕様 
 

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。 

２．８月２５日（木）京都ブライトンホテルにおいて 

 京都北ＲＣ創立６５周年記念例会が開催されます。

 井上会長と幹事が出席いたします。 

３．次週例会終了後、９月度理事役員会を開催いたし

 ます。 

４．９月４日（日）１０時から嵐山中之島公園において

 「嵐峡の清流を守る会」清掃活動が行われます。

 多数のご参加をよろしくお願いいたします。 

５．９月１０日（土）マリーナ雄琴において、京都西南

 ＲＣと合同「秋の家族会」が開催されます。 

 受付において出欠を確認しています、本日中に

 ご記入ください。 

６．９月１５日（木）の例会場は「千の間」に変更に

 なります。ご注意下さい。 

 

 
 

嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０２２年９月４日（日） 小雨決行 
 

時 間：   午前１０時～１１時 
 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 
 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い  

尾賀 康裕ガバナー公式訪問 
 （京都西南RCと合同例会）  

吉川 裕丈  ガバナー補佐 

際田 剛志  近江八幡RC幹事 

  

尾賀
おが

 康裕
やすひろ

 ガバナーをお迎えして 

（近江八幡ロータリークラブ） 
 

生年月日 1955年（昭和30）3月4日生  

最終学歴 1977年3月  

 神戸大学 経営学部 卒業  

職 業 株式会社 尾賀亀 

 （取締役会長）  

職業分類 石油製品販売  

 
 

ロータリー歴 
 2004年7月7日 近江八幡ロータリークラブ入会 

 2007～2008年 幹事 

 2010～2011年 理事（職業奉仕委員長） 

 2011～2012年 理事（新世代奉仕委員長） 

 2012～2013年 理事(ＳＡＡ会場監督） 

 2015～2016年 副会長（奉仕プロジェクト理事） 

 2017～2018年 会長エレクト 

 2018～2019年 会長 

 2019～2020年 理事 

 2020～2021年 地区社会奉仕委員会 委員 
 

その他 

 ロータリー米山記念奨学会 米山功労者（第3回マルチプル） 

 ロータリー財団ベネファクター、ポールハリスフェロー  
 

職 歴 

 1977年～1982年12月  トヨタ自動車株式会社 

 1982年12月 株式会社 尾賀亀 入社 取締役就任 

 1997年 株式会社 尾賀亀 常務取締役就任 

 2000年 株式会社 尾賀亀 代表取締役就任 

 2019年 株式会社 尾賀亀 取締役会長就任 
 

【団体職歴】 主要就任役職一覧 
 

＜企業関連＞ 

 株式会社尾賀亀（取締役会長）、滋賀自工株式会社 

 （代表取締役）、滋賀自工運輸株式会社（代表取締役） 

  滋賀中央信用金庫（非常勤監事）、株式会社関西みらい  

  銀行（社外取締役） 
 

＜公職関連＞ 

公益社団法人近江八幡納税協会（会長）、近江八幡商工 

会議所（会頭）、一般社団法人近江八幡観光物産協会

（副会長）、滋賀経済同友会（特別幹事）、滋賀県中小 

企業団体中央会（理事） 
 

＜業界関連＞ 

  滋賀県石油協同組合・滋賀県石油商業組合（理事長）、

全国石油商業組合連合会（監事）、滋賀県綜合輸送 

 協同組合（理事長）、一般社団法人滋賀県トラック協会 

  理事（湖東支部長） 

＜その他＞ 

 学校法人ヴォーリズ学園（理事・評議員） 

  日牟禮八幡宮 （責任役員） 



８月１８日（木）  
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 ２０名（４名）   ７６．９２％ 
ご来客  ４名 
７/３０ＭＵ後の出席率  ７３．０８％ 

【ニコニコ箱】 小計 27,000円 今年度累計 243,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 19％ 

【 】 小計 9,000円 今年度累計 95,000円 

目標額 761,600円 達成率 12％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

井上 正佳 

・インターアクトクラブ 山下桃奈さんの 

 スピーチ楽しみです。 

内山 正元 ・山下さんの報告を楽しみに。 

９月１日（木）  
 

 「新入会員スピーチ」 
      太田 靖彦会員 

 

吉田  修 

・ようこそ洛西高校の山口先生、山下

 さん！！ 

BOXへ 児嶋 雄二、中野 孝治、稲掛 英男 

髙橋 英明 ・山下さんのお話し楽しみにしています。 

山本 拓生 ・山下さんの報告楽しみに。 

万殿 慎二 ・山下さんのスピーチ楽しみです。 

【 】 小計    0円  今年度累計  12,000円 
目標額 56,000円 達成率 21％ 1人当たり2,000円以上   

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

林  良訓 ・山下さんの研修報告たのしみに。 

王   杲 ・山下桃奈さんのスピーチ楽しみです。 

 

 

吉田  修 

・きょうは、朝から娘と孫二人が東京

 見物に行きました。コロナ下のこの時に

 です。 

クラブ・デー 第２回クラブ討論会（青少年）                 
   「インターアクト夏期研修参加報告」 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計  1,000円      累計  42,500円 

 

谷口 泰義 

・マリーナ雄琴の家族会、京都西南ＲＣ

 との合同楽しみにしています。 

太田 勝彦 ・大雨で大変です。 

 

 

末永  寛 

・林さん、先日は大変ありがとうござい

 ました。喜んでフランスへ帰って行きま

 した。 

 

森  正廣 

・久しぶりに家族五人集まりました。 

 丹後、京都墓まいり。 

８月は会員増強・新クラブ結成推進月間 

BOXへ 井上 正佳、吉田   修、稲掛 英男 

万殿 慎二、王   杲、菱田 匤樹 

【 】 小計  9,000円 今年度累計 137,000円 
目標額 672,000円 達成率 20％ 1人当たり24,000円以上 

谷口 泰義 ・次週合同例会を楽しみに。 

 

森  正廣 

・猫が家出しました。 

 帰って来ますように。 

BOXへ 井上 正佳、髙橋 英明、稲掛 英男 

末永  寛、万殿 慎二、中野 孝治 

顧問の山口先生、 
飯原先生と山下さん 

上原 従正 ・誕生日 自祝  

「インターアクト夏季研修 」 
日 程：7月31日〜8月3日   
場 所：鹿児島・屋久島 
参加者：ロータリアン10名、顧問の先生が4名       
    旅行会社の方が1名  

     インターアクター15名(男子4名 女子11名) 

 

 

京都西南RCと合同「秋の家族会」 のご案内 
 

日 時：  ２０２２年 ９月１０日(土) 
    ９：００～  プール  

    １０：００～ モーターボート＆ヨットの乗船 

     （午後からも運行予定です） 

    １２：００～ 開会 BBQ 
 

場 所： 「マリーナ雄琴」 
 

会 費： 会 員             ￥１０,０００－ 

      ご家族(中学生以上)    ￥  ９,０００－             

     ご家族(お子様)        ￥ ５,０００－ 
 

※ 例会受付において出欠をご記入ください。 

 京都府立洛西高等学校 
 インターアクトクラブ 
 山下 桃奈さん 



202２-202３年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 井上 正佳 

副会長 （役員） 太田 勝彦 

会長エレクト （役員） 王   杲 

直前会長 （役員） 山本 拓生 

幹事 （役員） 髙橋 英明 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 中野 孝治 

親睦 （理事） 万殿 慎二 

（クラブ管理・運営）  

プログラム （理事） 菱田 匤樹 

ニコニコ  谷口 泰義 

ソング  吉田  修 

出席  稲掛 英男 

炉辺・川クラブ 上原 従正 

職業奉仕 （理事） 内田 勝彦

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 末永  寛 

青少年奉仕 （理事） 三田 昌資 

国際奉仕 （理事） 児嶋 雄二 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 出射 靖生 

広報 （理事） 中川 俊夫 

会員増強   太田 勝彦 

戦略計画   王   杲 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  山本 拓生 

副幹事   内山 正元 

       （書記兼）菱田 匤樹 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   森  正廣  

   上山 泰弘 

 

 
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  

8/31 京都 夜間例会開催の為、例会時間変更     〇 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                 〇 
「奉仕プロジェクト部門 第２回クラブフォーラム」 

 京都北東 京都洛北RCとの合同例会のため日時・場所
変更→9/1(木)                   〇 

 京都嵯峨野 「休会」                       × 

 京都朱雀 「薬と薬局を取り巻く現状」            〇 
カリン薬局薬剤師 小林 篤史様 

9/1 
京都南  12：15 

「地域と共に歩むクラブをめざして」      〇 
 ㈱京都パープルサンガ  

      代表取締役社長 伊藤 雅章様  

（木） 京都北 ｢未定｣                       〇 
全盲で車いすのミュージシャン 山下 純一様 

 
京都洛北 

尾賀康裕ガバナー公式訪問         ▲ 
（京都北東ＲＣ合同）「ガバナーアドレス」 

 ＲＩ第２６５０地区ガバナー 尾賀 康裕様  

 
京都洛東 

「移動体の変遷と今後のドコモ取り組みについて」
㈱ドコモCS関西京都支店長 山本 憲二様 

〇要連絡 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「ガバナー公式訪問所感」           〇 
R.I.第2650地区ガバナー 尾賀 康裕様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」                       × 

 京都さくら 
18：30 

「未定」 

 京都乙訓 「未定」 公益社団法人 乙訓青年会議所  
             理事長 田中 望麻様 × 

8/26 京都東 「日本料理の献立の作り方」          〇 
会員 西村 元秀様 

（金） 京都伏見 ～ガバナー公式訪問前クラブ・アッセンブリー～ 
〇要連絡 

 京都洛西 京都西北RCとの合同例会の為、日時・場所 
 臨時変更                    × 

 京都紫竹 「会員スピーチ」   明石 好蔵会員   〇要連絡 

8/29 京都西 「松尾大社のご神像について」 
   和歌山県立博物館館長  伊東 史朗様 〇 

（月） 京都紫野 「未定」   第2650地区ローターアクト委員長   
                   岡本 政明様 〇 

 
京都中 

「学校食育菜園-エディブル・スクールヤード-」 
一般社団法人エディブル・スクール ヤード・ 
  ジャパン 共同代表          西村 和代様 〇 

 京都平安 18：30 「未定」 ㈱B.B-Link’s 関西営業所  
エリアマネージャー 中川丈太郎様 

8/30 京都東山 「新入会員スピーチ」               〇 
新入会員 吉井 大祐様、三田村昌人様 

（火） 京都西南 「日本の現代アートマーケットについて」   × 
ＡＣＫプログラムディレクター 山下有佳子様 

 
京都洛中 

「クラブの未来に向けての会員増強」     〇 
 ＲＩ第2650地区会員増強・拡大委員長 

福井RC会員 渡邉 義信様 

 
京都洛南 

「エネルギーを上手に活用しよう！」      〇 
京都市環境政策局 地球温暖化対策室  

エネルギー政策企画課長  竹内  清様 



 

 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 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３０名 名誉会員２名含む 


