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Vol.３３-１4  第１５０５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 

障害者支援施設 DO 

「東京タワー」 

行事予定 

◆クラブ内行事    
 １１月 ３日（木） 祝日休会  
  第30回京都桂川RC会長杯野球大会 小畑川G 10：00～ （万殿会員） 
 １１月１０日（木） 通常例会 理事役員会 
 １１月１７日（木） 通常例会 
 １１月２４日（木） クラブ・デー 第５回クラブ討論会 ※例会場は「千の間」に変更になります 
  

◆地区行事  
 １１月 ３日（祝） IM（ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ）第３組 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ京都 13：30～ 
  会長会議 11：30～、新会員ｾﾐﾅｰ 10：00～12：50 
 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                （三田会員） 
 １１月 ８日（火） ロータリーほろにが会 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 18：00～ 
 １１月１６日（水） 京都市内２４ＲＣ連絡協議会 第１回 合同幹事会 
  ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都３階 17：30受付 会議18：00～ 懇親会18：30～ 

（髙橋会員、内山会員） 
 
 



 ２０２２年１０月２７日（木）  第１５０５回例会  Vol.３３－１４ 

１．次週の例会は、祝日休会です。 

２．次回例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

３．１１月３日（祝）ホテルオークラ京都において 

 IM 第３組が開催されます。 

４．１１月３日（祝）小畑川グランドにおいて、第30回

 京都桂川ＲＣ会長杯野球大会 開会式が行われ、万殿 

 会員が出席されます。  

５．１１月８日（火）１８時からリーガロイヤルH京都

 において、ロータリーほろにが会が開催されます。  

例会プログラム 

 

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 

- 米山奨学生スピーチ - 

「 学生生活、日本の生活 」 

          劉  希玲 様 

 閉会点鐘    13：30   

 

京都西RC創立65周年記念 

ウクライナ避難民支援チャリティーコンサート開催のご案内 
 

開 催  １０月２９日（土）   

   開場 １４：３０～ 開場１５：００  
 

会 場  京都外国語大学 森田記念講堂 
 

参加費  無料 
 

例会受付にてチラシを置いています。 

 

会員夫人誕生日お祝い 

   ３０日 太田勝彦会員夫人 昌代様 

結婚記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 １７日  髙橋英明会員 

 １８日 吉田 修会員 ２６日  上山泰弘会員 

 ２６日 中野孝治会員 

創業記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 (医)上原医院 

１０月おめでとうございます 

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 

寄付報告 

ポリオ寄付… 

参加者より３５２,０００円（2,000円×176名）

と会員およびクラブより１２２，０００円の合計

４７４，０００円をロータリー日本財団へ寄付。 

 

ウクライナ寄付… 

参加者より３５２，０００円（2,000円×176名）

と当日設置募金箱より５５，６２２円、京都桂川

ＲＣからの寄付金の合計４５７,１２２円を１０月

２４日（月）、会長と幹事が２４ＲＣを代表し

て、京都市長に寄付金目録を贈呈。その後、その

寄付金はkokoka 京

都市国際交流会館内 

ウクライナ・キーウ

京都市民ぐるみ受入

支援ネットワークに

収められました。  

 

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 

 

 
 １０月８日瀬田ゴルフコースにて２４ＲＣ 

ポリオ撲滅チャリティーとウクライナ義援

チャリティーゴルフ大会を晴天のなか無事に

終わることが出来ました。当日受付の応援に

来ていただきました方々並びにゴルフ参加さ

れた方々に感謝いたします。 

 また、応援いただきましたクラブメンバー

の方々にも感謝いたします。ありがとうござ

いました。 

 これで23年間は当番が無いはずです！ 

 実行委員長：太田 勝彦 



１１月１０日（木）  
「会員スピーチ」 
      万殿 慎二会員、德田 正彦会員 

【 】 小計    0円  今年度累計  17,000円 
目標額 56,000円 達成率 30％ 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％ 

１０月は経済と地域社会の発展月間 

BOXへ 井上 正佳、王   杲、中野 孝治 

田中  守、中川 俊夫、三田 昌資 

【 】 小計  15,000円 今年度累計 248,000円 
目標額 672,000円 達成率 37％ 1人当たり24,000円以上 

 

吉田  修 

・劉 希玲さん、中村さんのお話しを

 しっかり聞いてくださいね。 

BOXへ 井上 正佳、田中  守 

 

森  正廣 

・竹野、鷹野神社参拝。 

 五代社、諏訪神社も。 

【ニコニコ箱】 小計 25,000円 今年度累計 465,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 36％ 

BOXへ 万殿 慎二、三田 昌資、中川 俊夫 

王   杲、中野 孝治 

 

 

 

井上 正佳 

・チャリティーゴルフお疲れ様でした。 

 大成功でしたネ！ 

 中村様、スピーチよろしくお願いいた

 します。 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 191,000円 

目標額 761,600円 達成率 25％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・中村さんのスピーチ楽しみです。 

 

吉田  修 

・中村友香さんようこそ 

 お話を楽しみにしています。 

 

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 
 

日 時  １１月３日（祝） 開場 １３：００～  
 

会 場  ホテルオークラ京都 
 

ホストクラブ 京都中RC 
 

出席者  井上、児嶋、万殿、中野、太田靖、三田、末永、 

   髙橋、谷口、内山、王、吉田の各会員 

式次第 

呈茶席       12：00～13：30 

開会式                             13：30～  

  開会点鍾      

  国歌斉唱 ・ロータリーソング斉唱      

  ホストクラブ「歓迎の挨拶」   

  ガバナー挨拶、ご来賓・地区役員紹介  

  参加クラブ紹介 

  ゼネラルリーダー挨拶  

講 演                             14：00～      

「モノの見方を変えると見えてくる世界がある」  

                Pieces of Japan Ltd.CEO  小山 汀奈 様     

 閉会式                            14：45～  

  ガバナー講評  

  次年度 IM ホストクラブ発表、挨拶  

  ご案内 

  ホストクラブ「御礼の挨拶」    

閉会点鍾    

懇親会                             15：30～  
 

 ※新会員ｾﾐﾅｰ 10：00～ ※呈茶席 12：00～13：30 

１０月２０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  ２名 
１０/６ＭＵ後の出席率  ８３．３３％ 

児嶋 雄二 ・中村さんのスピーチ楽しみ。 

 

森  正廣 

・全国旅行支援を使って、カニ食べ旅行 

 もらったクーポンで甘えびの土産。 

 

 

 

德田 正彦 

・先日、桂川学区敬老会に出席して 

 久しぶりに大野実佐子さんの民謡を

 聴き楽しかったです。吉田さん、末永

 さん有難う御座いました。 

田中  守 ・中村さんのスピーチ大変楽しみです。 

 

末永  寛 

・吉田さん、先日の「敬老の集」あり

 がとうございました。好評でしたよ。 

 

吉田  修 

・末永さん、先日は大変お世話になり 

 ありがとうございました。 

瀬田 保二 ・お元気ですか、今日見事な秋晴れです。 

 

 

上原 従正 

・中村友香さんお帰りなさい。 

 今回、詳細なレポートをありがとう。 

 今後のご活躍を期待しています。 

「英国公衆衛生留学からの学び」              

谷口 泰義 ・目が弱くなって大変です。 

菱田 匤樹 ・車ぶつけました。 

 

末永  寛 

・上原さん、先日はありがとうございま

 した。 

 

瀬田 保二 

・青い空、こんな晴々とした日本経済に

 早く戻って欲しい。 

 ロータリー財団グローバル補助金奨学生         
  中村 友香様 
               



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  

11/2 京都 -新会員スピーチ-                〇 
「ここまできた自動運転」     中村 将人様  

（水） 京都西北 「休会」                      × 

 
京都北東 

「有機農業の体験から得られる値とは-つくだ
有機農業塾の取り組み紹介-」㈱ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾄﾗｽﾄ 
 つくだ農園 代表取締役 渡辺 雄人様 ▲ 

 京都嵯峨野 「休会」                      × 

 京都朱雀 「京からかみとは」             要連絡 
㈱丸二 代表取締役社長 西村 和紀様 

11/3 京都南  12：15 「祝日休会」 

（木） 京都北 「祝日休会」 

 京都洛北 「祝日休会」 

 京都洛東 「祝日休会」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「祝日休会」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「祝日休会」 

 京都さくら 
18：30 

「祝日休会」 

 京都乙訓 「祝日休会」 

10/28 京都東 「JTB時刻表と妄想旅」会員 土田半四郎様 〇 

（金） 京都伏見 「未定」 

 
京都洛西 

「美術館と原画と研究と」         要連絡 
元米山奨学生・現、横手市増田まんが美術館  
       研究員 カーロヴィチュ・ダルマさん  

 京都紫竹 例会時間場所変更 11/3(祝)IMに参加   × 

10/31 京都西 「小唄とは」  関西小唄協会代表 
          白扇派家元  白扇夕樹夫様 〇 

（月） 京都紫野 「グランピングとは」㈱BiBi代表取締役 
      京都紫野RAC会員 竹中 聡馬様 〇 

 京都中 「米山奨学生卓話」      梁  凱欣さん 〇 

 京都平安 18：30 「未定」 BSIグループジャパン（株）営業本部 
食品セクター営業部 部長 竹内 英和様 〇 

11/1 京都東山 「クラブデー」                   〇 

（火） 
京都西南 

クラブデー 新入会員スピーチ「人生に活力
を！～私の趣味の遍歴（自己紹介を兼ねて）」     
                武田 信裕会員 × 

 京都洛中 「『夢検定』で夢あふれる社会に！」      〇 
NPO法人 夢検定協会 代表理事 琵琶博之様  

 
京都洛南 

「文化庁の京都への全面的な移転に向けて」〇 
京都市文化庁移転推進室 第一課長 

市田  香様 


