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Vol.３３-１１  第１５０２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２９日（木） 通常例会 
 １０月 ６日（木） 通常例会 理事役員会 
 １０月 ８日（土） ポリオ根絶活動およびウクライナ避難民支援協賛  
  第７７回京都市内２４ＲＣ懇親チャリティーゴルフ大会 当クラブが担当 

 １０月１３日（木） 休会 
 １０月２０日（木） 通常例会 役員指名委員会 
 
 ◆地区行事  
 １０月１１日（火） ロータリーほろにが会 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 18：00～ 
 １１月 ６日（日） 2022-23年度インターアクト地区大会 ｳﾞｨｱﾄｰﾙ学園洛星高校 
  10：00～16：30 

  ３月 ４日（土） 京都洛東RC創立３５周年記念式典・祝宴 

  15：00受付 16：00～ ｳｪｽﾃｨﾝ都H京都 



 ２０２２年９月２９日（木）  第１５０２回例会  Vol.３３－１１ 

１．次週例会例会終了後、理事役員会を開催いたし

 ます。 

２．９月２４日（土） リーガロイヤルホテルにおいて

 第１回社会奉仕委員長会議が開催され、末永社会

 奉仕委員長が出席されました。 

３．９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が開催され、山本青少

 年奉仕副委員長がオンラインで参加されました。 

例会プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 我等の生業 」 

今日の歌「 村祭り 」 

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」 

  吉田   修会員 

  谷口 泰義会員 

閉会点鐘    13：30   

 

 

ポリオ根絶活動およびウクライナ避難民支援協賛 

第７７回京都市内２４ＲＣ懇親チャリティーゴルフ大会  
 

日 程：  ２０２２年 １０月８日（土）  

場 所：  瀬田ゴルフコース   

参加者：  １７５名（２０クラブ） 
 

＜当日のフロー＞ 

６：００ 受付セッテイング・看板・その他準備 

  参加賞セッテイング（会長、井上会員の社員さん） 
 

６：１５ メンバー集合 
 

６：３０ お出迎え    （会長） 

  受付開始・参加賞手渡し（内田、中野、万殿） 

  募金        （三田、太田実行委員長） 

７：１５ スタート写真、ルール表配布、エチケットリーダー選出

  西コースＯＵＴ ・・ （王、太田靖） 

  西コースIN ・・・ （髙橋、中川）  

  東コースＯＵＴ ・・ （山本、林） 

  東コースIN ・・・ （児嶋、内山） 

 

ゴルフをされない方で、受付６：15～８：45までお手伝い 

頂ける方は太田実行委員長まで申し出ください。 

ご協力お願いいたします。 

９月会員誕生日お祝い 

万殿会員、谷口会員、王会員と 

井上会長 

おめでとうございます！ 

米山奨学生リュウ

さんと井上会長 

 

◆『ロータリーの友』創刊７０周年特別企画 

 俳句コンテスト 
 

雑誌『ロータリーの友』は、おかげさまで来年1月に
創刊70周年を迎えます。 
本年度は特別企画を誌面で実施します。 
 

その第1弾、俳句コンテストは、 
テレビでおなじみの俳人・夏井いつきさんを選者に 
実施します。ご応募をお待ちています。 
 
◯ポイント 
・選者は夏井いつきさん 
・会員家族やアクターも応募可能 
・入賞作品を誌面に掲載 
・プレゼントあり 
 

◯テーマは「ロータリー」 
思わず笑みがこぼれるようなこと、 
いつまでも心に残っている出来事や、次に生かしたい
反省、ハプニングなどはありませんか？ 
ロータリーにまつわる出来事を季語」にのせて五・
七・五で詠んでみませんか？ 
 

◯ご応募 
9月1日より受け付けスタート。 
ウエブサイトもしくは、ハガキ郵送 
 ・ウエブ応募  
https://rotary-no-tomo.jp 

  

 先週の太田会員増強委員長のスピーチの中で新入 

 会員の入会を促す糸口となるような同好会の発足

 について提案がなされました。 

美術同好会 井上 正佳 

ゴルフ同好会 内山 正元 

マリン同好会 太田 勝彦 

麻雀同好会 中川 俊夫 

民謡同好会 吉田  修 

グルメ同好会 万殿 慎二 

釣り同好会 山本 拓生 



１０月６日（木）  
 

「ポリオ根絶活動およびウクライナ避難民支援協賛  
 第７７回京都市内２４ＲＣ懇親チャリティーゴルフ 
 大会の打合せ」 

【 】 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％ 

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

【ウクライナ避難民支援 募金箱】 5/19～ 
小計  1,000円      累計  47,500円 

９月は基本的教育と識字率向上月間 

BOXへ 井上 正佳、中川 俊夫、田中   守 

稲掛 英男 

【 】 小計  18,000円 今年度累計 204,000円 
目標額 672,000円 達成率 30％ 1人当たり24,000円以上 

林  良訓 ・太田(乙)会員のスピーチ楽しみです。 

BOXへ 井上 正佳、山本 拓生、田中  守 

王   杲、吉田  修、稲掛 英男 

中野 孝治、髙橋 英明 

王   杲 ・太田勝彦さんのスピーチ楽しみに。 

菱田 匤樹 ・本日クラブデー宜しくお願いします。 

【ニコニコ箱】 小計 32,000円 今年度累計 381,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 29％ 

BOXへ 中川 俊夫、中野 孝治、稲掛 英男 

 

井上 正佳 

・太田さん、会員増強スピーチ 

 くれぐれもよろしく！！ 

林  良訓 ・沢山の御参加誠にありがとう。 

 

万殿 慎二 

・太田勝彦さん、本日はよろしくお願い

 します。 

 

王   杲 

・秋の家族会は楽しかったです。 

 お疲れ様でした。 

德田 正彦 ・合同家族会お世話になりました。 

 

山本 拓生 

・万殿親睦委員長、林さん、家族例会 

 お世話になりました。アワビ最高。 

上原 従正 ・「秋の家族会」欠席おわび。 

 

 

吉田  修 

・先日の家族会、楽しかったようです

 ね。うらやましい。この次は、是非 

 行きたいです。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 157,000円 

目標額 761,600円 達成率 21％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・秋の家族会楽しみました。 

 

太田 勝彦 

・エリザベス女王お悔やみ申し上げ

 ます。 

内山 正元 ・ウクライナに平和を！ 

太田 勝彦会員 

９月１５日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 ２１名（４名）   ８０．７７％ 
ご来客  １名 
９/１ＭＵ後の出席率  ８４．６２％ 

 今日の歌    

「村祭り」 
 

 村の鎮守の 神様の 

今日はめでたい 御祭日 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

ドンドンヒャララ ドンヒャララ 

朝から聞こえる 笛太鼓 

 

田中  守 

・太田さん、家庭集会、美味しく楽しい 

 時間をありがとうございました。 

 

谷口 泰義 

・お陰さまで、９０才になりました。 

 サンキュー 

太田 勝彦 ・まだまだ暑いです。 

 

髙橋 英明 

・３年ぶりの会長幹事会に出席してき

 ました。 

 

 

瀬田 保二 

・先週の、三田様・王様のスピーチを

 参考に成りました。ありがとうござい

 ました。 

 

森  正廣 

・京大病院４泊５日の旅。 

 ４日間の休肝日。体重２．３㎏減。 

 

谷口 泰義 

・秋の家族会、バーベキュー美味しく

 サービス賜りました。 

 

末永  寛 

・先日は、林さん児嶋さん ありがとう 

 ございました。 

 

上原 従正 

・キレイさんようこそ、京都の夏は 

 暑いですか 

吉田  修 ・劉 希玲さんようこそ、ＢＯＸへ。 

万殿 慎二 ・キレイさん、ようこそ。 



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  

10/5 京都 -米山月間に因んで- 「『遠隔』でも遠ざから
ない」       米山奨学生  彭   悦さん 〇 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                 〇 
「会員増強部門第３回クラブフォーラム」 

 京都北東 「未定」                       ▲ 

 京都嵯峨野 「中国から日本への留学」            〇 
米山奨学生 楊  歆可さん  

 京都朱雀 「京都朱雀ロータリークラブ３０周年を振り返り」 
青竹 邦男会員、中嶋 信行会員 要連絡 

10/6 
京都南  12：15 

「南の風支援金授与スピーチ」        〇 
スポーツ部門 若林 綾様、芸術部門 
   阿原 一香様、音楽部門 野口 真瑚様 

（木） 
京都北 

-米山月間スピーチ-              〇 
｢紹興酒を知る～歴史と文化に酔いしれる～｣  

米山奨学生 黄  海洪さん 

 京都洛北 「人間関係に生かすカウンセリングのエッセン
ス」      放送大学教授 桑原 知子様 ▲ 

 京都洛東 「AIにできること AIにできないこと」  要連絡 
プログラマー 小長井 元様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「未定」 土地家屋調査士 山田一博事務所   
  代表、京都伏見RC会員 山田 一博様 〇 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「地区職業奉仕担当者懇談会 報告」    〇 
社会奉仕委員長   伊東 一壽様 

 京都さくら 
18：30 

「マナーもユニバーサルの時代へ。心のバイア
フリーとは」  ㈱マナーコンシェル  
     代表取締役 野口えみ子様  要連絡 

 京都乙訓 「仏教よもや話」 奈良西RC 東山 光秀様 × 

9/30 京都東 「能楽へのいざない」  会員 駒井  潤様 〇 

（金） 京都伏見 「50周年記念事業委員会スピーチ」  要連絡 
一瀬   倫会員 

 京都洛西 「音楽例会」 Jazz Pianist・作曲家・ラジオパー 
 ソナリティー      金谷 康佑様 要連絡 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム②」              〇 

10/3 京都西 「夢の実現と未来への展望」          〇 
米山奨学生 李 汯 恩君 

（月） 京都紫野 「新会員スピーチ」       大西 豊会員 〇 

 京都中 「α-station 新番組開始にあたってのスポン   
 サーを募集」      タレント あさちる様 〇 

 京都平安 18：30 「未定」 

10/4 京都東山 「クラブデー」 

（火） 

京都西南 

クラブデー「京都市立鳴滝総合支援学校 創立
５０記念 多目的室整備事業報告」 京都市立
鳴滝総合支援学校校長 玉梶香織先生 
教頭 高田加寿子先生             × 

 京都洛中 -米山月間に因んで-「異国で自分を再発見」 
米山奨学生 郭  詩敏さん 〇  

 
京都洛南 

～米山奨学生スピーチ～ 「日本の少子化に
ついて出世率の観点から私が考えていること」 
         米山奨学生  李  京兆君 〇 


