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Vol.３３-９  第１５００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 

あおぞら会  

「富士山と龍」  

  藤田 せいさん 

行事予定 

◆クラブ内行事    
  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  
  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） 
  ９月２４日（土） 第１回社会奉仕委員長会議 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 
  14：00～16：00                  （末永社会奉仕委員長） 
  ９月２５日（日） インターアクト夏期研修 報告会並びにインターアクト交流会 
  13：30～16：30  ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都  （三田青少年奉仕委員長） 
 

 



 ２０２２年９月８日（木）  第１５００回例会  Vol.３３－９ 

１．９月４日（日）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した。万殿、

 森、末永、徳田の各会員が参加されました。 

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。委員会の

 方はご出席よろしくお願いいたします。 

３．９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。 

 お手伝いの会員は９時に現地集合です。児嶋会員の

 ご厚意により、電車でお越しの方は「おごと温泉」

 ８：５０発のバスを運行いただきましたのでご利用

 ください。 

４．９月１１日（日） ロータリー・リーダーシップ

 研究会RLIパートⅠ研修会が行われ、王会員がオン

 ラインで参加されます。 

５．次週の例会場は「千の間」に変更になります。 

 ご注意下さい。 

 

 

第４回「心の絵」の開催日が決まりました。 
 

２０２３年１月１９日（木）～２４日（火） 

 

 

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－ 
 

参加者： 林、井上、児嶋、万殿、中野、三田、末永 

   谷口、德田、内田、王、山本の各会員 

      劉さん、松本先生、事務局 

   （京都西南RC：会員とご家族４７名） 

 

※お手伝い頂ける会員は、９時に現地集合です。 

  児嶋会員のご厚意により、電車でお越しの方は 

  「おごと温泉」８：５０発のバスを運行いただきました。 

例会プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング「 それでこそロータリー 」 

今日の歌「 とおりゃんせ 」 

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 

   「 会員スピーチ 」 

             三田 昌資会員、王   杲会員 
 

閉会点鐘    13：30   

 

 今日の歌  「とおりゃんせ」 
 

通りゃんせ  通りゃんせ 

ここはどこの  細道じゃ 

天神様の  細道じゃ 

ちっと通して  下しゃんせ 

御用のないもの  通しゃせぬ 

この子の七つの  お祝いに 

お札を納めに  参ります 

行きはよいよい  帰りはこわい 

こわいながらも 

通りゃんせ  通りゃんせ 

日 時 2022 年９月１日(木) 例会終了後 
出席者 井上、太田、王、山本、髙橋、田中、万殿、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．月次会計報告について 
  ⇒田中会計より説明がなされ、順調に推移している。 
３．嵐峡の清流を守る会の協力金について 
  ⇒承認。例年通り１万円。 
 清掃参加予定者：万殿、森、末永、徳田の各会員 
４．秋の家族会について   9/10（土） 
  ⇒京都西南RCと合同で開催。 
   参加予定者：京都西南RC４７名、京都桂川RC１５名 
   お手伝いの会員は９時に現地集合。 
５．第３回クラブ討論会（会員増強）について 
  ⇒太田委員長に一任。 
６．京都市内24RC懇親ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ大会について 10/8（土） 
  ⇒１８６名の参加。組み合わせ表を作成し案内済。 
 当日の役割分担を次回の実行委員会で配布する。 
７．第４回クラブ討論会について 
 米山月間スピーチ 
 「米山奨学生スピーチ」   劉 希玲さん 
８．第４回「心の絵」展の開催について 
 開催日・場所の決定。 
 ２０２３年１月１９日（木）～２４日（火） 
 ウィングス京都 
９．その他  



９月１日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 ２２名（４名）   ８４．６２％ 
ご来客  ０名 
８/１８ＭＵ後の出席率  ７６．９２％ 

【ニコニコ箱】 小計 37,000円 今年度累計 330,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 25％ 

【 】 小計 18,000円 今年度累計 126,000円 

目標額 761,600円 達成率 17％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

９月１５日（木）  
 

 クラブ・デー 
「第３回クラブ討論会」（会員増強） 
                太田 勝彦会員 

 

森  正廣 

・高知県いの町「椙本神社」参拝。 

 「伊野の大国さん」 

BOXへ 三田 昌資、中川 俊夫 

太田 靖彦 ・新入会員スピーチ頑張ります。 

髙橋 英明、井上 正佳、田中  守 

林  良訓、万殿 慎二、谷口 泰義 

児嶋 雄二、王   杲、稲掛 英男 

内田 勝彦、上原 従正 

・太田さんのお話し楽しみにしています。 

【 】 小計    0円  今年度累計  15,000円 
目標額 56,000円 達成率 27％ 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％ 

「 新入会員スピーチ」 

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計  1,000円      累計  45,500円 

９月は基本的教育と識字率向上月間 

BOXへ 万殿 慎二、德田 正彦、王   杲 

稲掛 英男、井上 正佳、三田 昌資 

吉田  修、田中   守 

【 】 小計  23,000円 今年度累計 176,000円 
目標額 672,000円 達成率 26％ 1人当たり24,000円以上 

内田 勝彦 ・秋の家族会よろしくお願いします。 

BOXへ 児嶋 雄二、万殿 慎二、中川 俊夫 

髙橋 英明、田中  守、太田 勝彦 

井上 正佳 

太田 勝彦 ・ホテルに蚊がいる！ 

 

 

森  正廣 

・宇和島城で早朝ラジオ体操すがすが

 しい！この城は天守閣が現存する 

 １２城のうちの１つです。 

德田 正彦 ・防災の日です。 

内田 勝彦 ・ゴルフ大会の組合せ変更大変ですよね。 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 

林  良訓 ・大きな台風いやですね。 

 

谷口 泰義 

・河川清掃はいつも欠席です、 

 すみません。 

末永  寛 ・太田さんのお話しを楽しみに。 

太田 靖彦会員 

吉田  修 ・太田靖彦君頑張ってください。 

 

 

嵐峡の清流を守る会「河川清掃」の報告 
 

日 時：  令和４年９月４日（日） 午前１０時～ 
 

参加者：  德田、森、万殿、末永の各会員 
 

例年どおり天竜寺、銀行、北嵯峨高校、京都西南RC、

京都西北RC、京都桂川RC等、９団体約１００名程がさ

わやなか風が吹き、そう暑く感じない中で、それぞれ各

ブロックに分かれてゴミ袋と手バサミを持って、ぶらぶら

と清掃活動。年々ゴミは少なくなりゴミを探しながら歩く

という感じ。 

２～３日前の雨で川は増水していましたが、 観光客は

非常に少なかった。 

参加の皆さんお疲れさまでした。 

 

報告： 末永   寛 

 

2022-23年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 

ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）第３組 
 

開 催  １１月３日（祝）  開場 １３：００～   

   １３：３０～１５：３０ IM終了後に懇親会開催 
 

会 場  ホテルオークラ京都 
 

テーマ  新たな挑戦 感性とやさしさの時代を考える 
 

講 演  「モノの見方を変えると 見えてくる世界が

    ある」      小山 汀奈氏 

ホストクラブ 京都中RC 



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  

 9/14 京都 「パーカッションで巡るリズムと森の世界」  〇 
パーカショニスト 池田安友子様 

（水） 京都西北 「未定」                       〇 
奉仕プロジェクト委員長 松山 尚樹様 

 京都北東 「未定」 

 京都嵯峨野 ＜東北奉仕事業移動例会の為、例会変更＞ 
⇒１３日（火）                   × 

 京都朱雀 クラブデー 各委員会報告      〇要連絡 

9/15 京都南  12：15 メンバースピーチ「私の人生観と仕事観」  〇 
中野  猛会員  

（木） 京都北 ｢未定｣                        〇 
同志社大学 法学部 教授 村田 晃嗣様 

 京都洛北 「クラブデー」                   ▲ 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」        〇要連絡 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「クラブ広報部門フォーラム」          〇 
㈱京都新聞ＣＯＭ 事業推進局 新事業開発 

部長 開発推進部 大郷 靖弘様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「クラブ職業奉仕担当者研修会報告」    〇 
職業奉仕委員長 伊東 一 壽様 

 京都さくら 
18：30 

「もう少し私を開発することができた幸せな 
日本留学生活」              要連絡 
2022学年度米山奨学生 趙賢（チョヒヨン）君  

 京都乙訓 「経営理論としてのセンスメイキング」     × 
経営コンサルタント 森  耕三様  

9/9 
京都東 

「プロサッカークラブおこしやす京都ACが目指す
幸せの経済圏と、全国・世界展開」おこしやす京
都AC㈱ 代表取締役社長 添田 隆司様  〇 

（金） 京都伏見 「本からつながる可能性をさがして」  〇要連絡 
ｵﾝﾗｲﾝﾌﾞﾂｸｽﾄｱｾﾝｽｵﾌﾞﾜﾝﾀﾞｰ代表 松尾翠様 

 
京都洛西 

「円滑な英語によるコミュニケーションに求めら
れるもの」   NPO大阪狭山小学校英語活動 
  支援の会 理事 鈴木カオル様 〇要連絡 

 京都紫竹 「第２回クラブ協議会」              〇 

9/12 
京都西 

「インターアクトクラブ活動報告」「屋久島へ行っ
てきました」 西京高等学校･附属中学校IAC  
 多田琴音さん、桒山悠乃さん、貫井絢菜さん〇 

（月） 京都紫野 「第1回クラブフォーラム（職業奉仕部門）」  〇 

 
京都中 

「先端技術と伝統技術の融合で、古民家耐震
改修事例を紹介」 石山テクノ建設㈱ 一級建  
 築士事務所 代表取締役 石山 考史様 〇 

 京都平安 18：30 「未定」 

9/13 京都東山 「クラブデー」                    〇 

（火） 京都西南 「京都産業を育む『知恵インフラ』について」 × 
京都産業大学経済学部教授 大西 辰彦様 

 京都洛中 「全員参加の病院づくり」市立福知山市民病院      
           名誉院長 香川 惠造様 〇 

 京都洛南 「ガバナー公式訪問所感～京都伏見ＲＣとの
合同開催～」    ガバナー 尾賀 康裕様 〇 


