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Vol.３３-１５  第１５０６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 

行事予定 

◆クラブ内行事    
 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 

 １２月２４日（土） クリスマス家族例会 
  

◆地区行事  
 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） 
 １２月 ４日（日）ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会（RLI） RLIﾊﾟｰﾄⅡ 
  京都文教学園 9：30～16：00                  （王会員） 

  ３月 ４日（土） 京都嵯峨野RC創立３０周年記念式典・祝宴 

  15：00受付 16：00～ ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ京都 

  ３月 ６日（月） 京都西RC創立６５周年記念例会・祝宴 

  13：30受付 14：30～ ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 

京都市立北総合支援学校 

高等部３年 西村 泰星さん 



 ２０２２年１１月１０日（木）  第１５０６回例会  Vol.３３－１５ 

１．本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

２．１１月２４日（木）例会の会場は「千の間」に 

 変更になります。 

 

第1回炉辺会合グループ1の報告 
 

日時： 2022年10月30日(日曜日) 午後6時 
 

場所：「澁谷」京都市中京区河原町夷川通 
       西入一筋目上ル 
 

メンバー：森 正廣、万殿慎二、王 杲、上原従正 
 

テーマ：「コロナ禍での奉仕活動と会員増強」 
 

内容：肉料理と美酒を楽しく賞味しみながら、現今の
 社会状勢とコロナ禍での奉仕活動進め方や会長エ
 レクトである王会員の抱負などを話題に色々と意
 見を交わした。特に会員の減少傾向を憂い、会員
 増強を最重要課題として取り組むべきとの結論で
 あった。          
        リーダー：上原従正 

 

◆事務局移転のお知らせ 
京都西北ＲＣ（10月26日より） 
京都市右京区西京極東池田町23 川崎ハウス2号館301 
電話：075-874-7127 FAX：075-874-7137 
E-mail : shrc＠r7.dion.ne.jp（変更なし） 

例会プログラム 

 

開会点鐘    12：30                               

国歌 「 君が代 」 斉唱 

ロータリーソング 「 奉仕の理想 」 

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」 

         万殿 慎二会員 

    德田 正彦会員 

 閉会点鐘    13：30   

 

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 
 

報 告  11月3日京都ホテルオークラで開催されたIMに、

井上会長、谷口会員、末永会員、児嶋会員、万殿会員、王

会員、中野会員、三田会員、吉田会員、太田靖会員が出席

して参りました。 

本会議は久しぶりにパーテーションのない開放的な空間で、

尾賀ガバナーのユーモアあふれるご挨拶から和やかに始 

まりました。 

小山汀奈さんの講演は、さすがにシリコンバレーからTwitter

社と経験を重ねただけに示唆に富んだ興味深い内容でし

た。終始コロナの終息を予感させるような開放的な雰囲気

は、久しぶりの会員同士の懇親を深めるのに役立ったし、

今後の活動に活力を与えるようなIMだったと思いました。 

   

報告者：井上正佳 

 

第30回京都桂川RC会長杯野球大会  
 

日 時  2022年１１月３日（祝） １０時 

会 場  小畑川グランド 

参加者  近藤会員、万殿会員 

晴天にめぐまれ絶好の野球大会日和となりました。 

当日は軟式野球連盟西京支部長杯の開会式と同時

開催となりました。 

京都桂川ロータリークラブ

会長杯争奪野球大会は 

今年で30回となります。 

支部長である近藤会員の

ご挨拶後、私も挨拶し京都

桂川ロータリークラブをア

ピールしてきました。 

表彰式でまた、元気な子供たちの顔を見るのを楽しみ

にしています。 

報告者 万殿慎二 

１１月６日（日）ヴィアトール学園洛星高校において

インターアクト地区大会が開催されました。 

三田会員と洛西高校から山口先生をはじめ６名の生徒が

参加されました。 



１１月１７日（木）  
 

「会員スピーチ」 
    上原 従正会員 
    瀬田 保二会員 

【 】 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％ 

１１月はロータリー財団月間 

BOXへ 井上 正佳、中野 孝治、稲掛 英男 

【 】 小計  18,000円 今年度累計 266,000円 
目標額 672,000円 達成率 40％ 1人当たり24,000円以上 

 

山本 拓生 

・リュウさんリラックスしてスピーチ 

 楽しんで。 

 

吉田  修 

・リュウ キレイさん 

 お話たのしみに～。 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 206,000円 

目標額 761,600円 達成率 27％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

１０月２７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％ 

- 米山奨学生スピーチ - 
「 学生生活、日本の生活 」              

谷口 泰義 ・キレイさんのスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・キレイさんのスピーチ楽しみです。 

米山奨学生 
       

劉  希玲 様 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2670地区 

ポリオ根絶活動_企画特別番組・映像のご案内 

 

国際ロータリー第２６７０地区（愛媛・香川・徳

島・高知）がポリオ根絶活動について広報・啓発す

る目的で、特別番組を企画製作されました。 

ぜひ、ご覧ください。 

 「世界の子どもたちをポリオから救う 

    －国際ロータリーが目指す未来－」 

 

視聴方法：  

〇ダウンロードリンク 
https://drive.google.com/drive/

folders/1W4WgE6VBwnKY-zJFt-jTV4bfT8cry8sR 
 

〇2670地区ホームページより  
 https://www.rid2670.jp/  

【ニコニコ箱】 小計 23,000円 今年度累計 488,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 38％ 

BOXへ 末永   寛、中川 俊夫 

 

中野 孝治 

・本日より、インドネシアに出張にいっ

 てきます。 

太田 勝彦 ・出射先生、久々です。 

 

内山 正元 

・オリックスがやっと勝ちました。 

 あーしんど。 

出射 靖生 ・コロナ感染者、また、増えてきました。 

 

髙橋 英明 

・リュウさんのスピーチ楽しみにして 

 います。 

 

井上 正佳 

・劉 希玲さん、スピーチ楽しみに 

 しています。 

山本 拓生 ・井上会長、髙橋幹事ご苦労様でした。 

稲掛 英男 ・劉さんのスピーチ楽しみに。 

 

吉田  修 

・４０°のウオッカを買ってきて渋柿を 

 浸けこみました。１週間後が楽しみ。 

内田 勝彦 ・劉 希玲さんのスピーチを楽しみに。 

児嶋 雄二 ・劉さんのスピーチ楽しみに。 

 

森  正廣 

・「鳥羽こんぴろさん」と「賀多神社」

 参拝。 

森  正廣 ・キレイさんのスピーチ楽しみに。 

髙橋 英明 ・ＩＭよろしくお願いします。 

出射 靖生 ・寒くなって来ました。 

谷口 泰義 ・気温が下がりましたね。 

BOXへ 井上 正佳、太田 勝彦、中川 俊夫 

万殿 慎二 

菱田 匤樹 ・リュウさんのスピーチ楽しみに。 

 

内田 勝彦 

・やっと４回目のワクチン接種行って 

 きました。 

 

 

吉田  修 

・結婚記念日にあわせて信州駒ヶ根

 千畳敷カールを散歩してきました。 

 標高２,６００ｍ楽しい３０分でした。 

上原 従正 ・劉 希玲さんのスピーチを楽しみに。 

出射 靖生 ・欠席おわび。 

 

内田 勝彦 

・１０月２９日土曜日、京都西南ＲＣ 

 さんの「嵐山子どもすもう大会」です。 

末永  寛 ・井上会長、ご苦労様でした。 



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  

11/16 

京都 

-新会員スピーチ-                〇 
「自己紹介(心に残る言葉)及び 京都における
航空会社の役割」         安部 圭太様 
「アジア駐在時代に感じた事 」 山口   渉様 

（水） 京都西北 「ITとアナログ思考の共存～IM 小山汀奈氏の
講演を聞いて～」   会員 山口 洋子様 〇 

 京都北東 「クラブデー」                   ▲ 

 京都嵯峨野 「我が国 ウクライナに平和を」         〇 
京都市国際交流会館職員 シガル・オレーナ様 

 京都朱雀 「ロータリー財団月間スピーチ」    要連絡 
大友 義博会員 

11/17 
京都南  12：15 

-新会員スピーチ-「自己紹介」 美馬 哲会員
「京都信用金庫のソーシャルな取組」       
                真下 隆三会員 〇 

（木） 京都北 第３回クラブ・フォーラム｢若者が暮らせる街・
京都｣ テーマ：『食』               〇 

 京都洛北 「例会変更」                    × 

 
京都洛東 

「みんなちがってみんないい～みすずさんの 
 うれしいまなざし～」          要連絡 

金子みすず記念館 館長 矢崎 節夫様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「新会員スピーチ」                〇 

 京都さくら 
18：30 

-会員スピーチ- 「勉強会」       要連絡 
岩佐 孝雄様 

 ～ボジョレーヌーボー例会～（Ｆ＆Ｆデイ） 

 京都乙訓 「特別休会」 

11/11 
京都東 

「希望の光を見つめて（若者の挑戦）～今、自分に
何ができるか考える～」ﾐｬﾝﾏｰ ﾌｧﾐﾘｰ・ｸﾘﾆｯｸと菜
園の会(FMCG) 代表理事・医師 名知 仁子さん 〇 

（金） 京都伏見 「未定」 

 京都洛西 財団月間スピーチ「未定」            〇 
R財団委員長 末広 秀圭様 

 京都紫竹 「陰陽道と晴明神社」  晴明神社 宮司 
     京都紫野RC 会員 山口 琢也様 × 

11/14 京都西 「ペットの高齢化と老犬ホーム必要性」     〇 
老犬介護ホームろうたす代表 中野 めぐみ様 

（月） 京都紫野 第5回クラブフォーラム（クラブ奉仕部門①） 〇 

 京都中 「火災から命を守るために」 京都市消防局 
    京都市中京消防署長 澤熊 輝力様 〇 

 京都平安 18：30 次回例会は11月28日（月）となります。 

11/15 京都東山 「夜間例会」                    〇 

（火） 京都西南 「持続可能な木材資源を活用した硬式野球 
 バット」 京都大学准教授 村田 功二様 × 

 京都洛中 「ホスピスってなに？ 緩和医療ってなに？」 
      薬師山病院 院長 平松  真様 〇 

 
京都洛南 

「京都市民長寿すこやかプラン」        〇 
 京都市保健福祉局 健康長寿のまち・京都 
 推進室 介護ケア推進課長 遠藤 洋一様 


