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Vol.３３-１６  第１５０７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 １日（木） 通常例会 年次総会 理事役員会 
 １２月 ８日（木） 通常例会 
 １２月１５日（木） 通常例会 
 １２月２２日（木） クリスマス家族例会の開催の為、例会日時変更 ⇒２４日（土） 
 １２月２４日（土） クリスマス家族例会 
  

◆地区行事  
  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 

 

 

 

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１７日（木）  第１５０７回例会  Vol.３３－１６ 

 

障がい者アートの感動と力をみんなへ 

第４回「心の絵」展のご案内 

 

場所  ウィングス京都１F ギャラリー 

    中京区東洞院通六角下る御射山町262 

 

日時  １月１９日（木）～２４日（火） 

 １０：００～１７：００ 

 

※ご協力よろしくお願いします。 

１．次週の例会の会場は「千の間」に変更になります。 

２．１１月１６日（水）京都市内２４ＲＣ連絡協議会 

 第1回合同幹事会が開催され、髙橋会員、内山会員 

 が出席いたしました。 

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 「 里の秋 」 

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 - 

 「島々を巡る旅」  上原 従正会員 

 「共に咲くよろこび」  瀬田 保二会員 

閉会点鐘    13：30   

◆根絶へさらに近づくために改良型ワクチン 
 

ロータリーと協力団体がポリオ根絶をめざす世界

ポリオ根絶推進活動（GPEI）において、この20 

年間に発生している変種ポリオウイルスが大きな

障害となっています。 

ポリオの発生は、数千年の間、自然界を循環し、

現在もアフガニスタンとパキスタンの2カ国にあ

る野生型ポリオウイルスが引き起こすものとは異

なります。しかし、結果は同じです。どちらの種

類でも、稀にウイルスによって身体まひが引き起

こされます。  

（2022年10月 Rotary ﾆｭｽ・特集記事より）  

日 時 2022 年１１月１０日(木) 例会終了後 
出席者 太田、王、髙橋、田中、万殿、菱田、内田、 
 末永、児嶋、出射、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 
３．京都市内24RC懇親チャリティーゴルフ大会の報告 
 ⇒ 太田実行委員長から決算報告。  
４．西京少年野球大会「第30回京都桂川ＲＣ会長杯野球 
  大会」について 
 ⇒ 万殿会員からの参加報告と協賛金１０万円の承認 
５．台湾三重中央ＲＣ創立34周年記念例会について 
  11/7（月） 
 ⇒会長の祝辞と動画を台湾に送った。 
６．第５回クラブ討論会について（財団・米山） 
  11/24（木） 
 ⇒万殿会員が担当する。 
７．年次総会について 12/1（木） 
 ⇒末永会員と上原会員を選挙管理委員に選出。 
８．第２回クラブ協議会について（上半期の締め括り）   
 12/15（木）⇒井上会長に一任。 
９．クリスマス家族例会について 12/24（土） 
 ⇒会員と家族を対象で開催する。出演者については 
 井上会長と万殿委員長で検討する。 
10．第４回「心の絵」展の開催について 
 １月１９日（木）～２４日（火） 
 ⇒ウィングス京都で開催。学校関係者、報道関係と 
  市内RCに案内済 
11．「パラスポーツ大会」について 2/4（土） 
 ⇒西京社会福祉協議会と当クラブが主催で障がい者に 
  よるボッチャの大会を開催する予定。協力金は 
  20-30万程度 
12．2023学年度米山奨学生の世話クラブ引受について 
 ⇒受け入れる。 
13．その他  
 ・新年会について １月２８日（土）予定 
 ・ロータリーほろにが会の当番について 
    １月１０日、桃園亭にて開催予定。 
     次回の理事会において検討する。  
 ・同好会について 

 今日の歌   「里の秋」 
 

 

斎藤信夫作詞・海沼実作曲 
 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人 

栗の実 煮てます いろりばた 



１１月２４日（木）  
 クラブ・デー 
 「第５回クラブ討論会」（財団・米山） 
    万殿 慎二会員 
 

【 】 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 吉田  修、三田 昌資、王   杲 

德田 正彦、万殿 慎二、中川 俊夫 

田中  守、稲掛 英男、中野 孝治 

【 】 小計  19,000円 今年度累計 285,000円 
目標額 672,000円 達成率 42％ 1人当たり24,000円以上 

出射 靖生 ・万殿会員のスピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・お久しぶりです。 

 

 

京都西北RC社会奉仕事業 

講演会のご案内 
 

日 時：  １１月２３日（祝） １４：００～１６：００ 
 

場 所： ホテルオークラ京都 
 

定 員： ６０名（事前申込み制） 
 

参加費： 無料 

 

 「医療的ケアの必要な子どもたちと家族の物語と 

  その支援について」 

   講師 藤井 蕗氏（NPO法人i-care kids京都 代表理事） 

 

 どんなに医療が進歩しても、難病をかかえて生まれて

くる子どもたちはいます。「医療的ケアを、常時必要とし

ながら生活するとは？」長く生きられない難病の子ども

たちの人権とその家族の生活は？この講演

会を通して、ぜひ知ってください。 
 

   ※メールでのお申し込みはこちらより 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 219,000円 

目標額 761,600円 達成率 29％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

１１月１０日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 ２５名（４名）   ９６．１５％ 
ご来客  ０名 
１０/２７ＭＵ後の出席率  ８０．００％ 

「会員スピーチ」            

  德田 正彦会員     万殿 慎二会員 

【ニコニコ箱】 小計 35,000円 今年度累計 523,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 40％ 

BOXへ 中川 俊夫、中野 孝治、三田 昌資 

 

林  良訓 

・万殿、德田お二人の楽しいお話聞か

 せて下さい。 

 

太田 靖彦 

・万殿さん、德田さんスピーチを楽し

 みにしています。 

 

髙橋 英明 

・万殿さん、德田さんスピーチ楽しみ

 にしてます。 

 

万殿 慎二 

・本日スピーチいたします。 

 よろしくお願いします。 

 

王   杲 

・万殿さんと德田さんのスピーチ楽し

 みにしています。 

 

谷口 泰義 

・万殿さん、德田さんのスピーチを楽し

 みにしています。 

德田 正彦 ・立冬もすぎ冬がきました。 

 

森  正廣 

・大分県姫島で車えびのしゃぶしゃぶ

 会席を楽しむ。 

児嶋 雄二 ・今週孫３人舞子になります。 

 

 

山本 拓生 

・児嶋さん、炉辺では良いお店を紹介し

 ていただきありがとうございました。

 楽しかったです。 

 

太田 勝彦 

・カニが解禁になりました。 

 １パイ２５０万です。 

 

菱田 匤樹 

・万殿会員、德田会員のスピーチ楽し

 みに。 

 

吉田  修 

・万殿さん、德田さんのスピーチ楽し

 みに。 

出射 靖生 ・德田会員のスピーチ楽しみに。 

BOXへ 太田 勝彦、髙橋 英明、田中  守 

 

万殿 慎二 

・上原さん、炉辺会合ありがとうござ

 いました。  

内山 正元 ・ウクライナに平和を！ 

瀬田 保二 ・万殿様、德田様のお話しを楽しみに。 

 

末永  寛 

・万殿さん、德田さんのお話しを楽し

 みに。 

 

田中  守 

・德田さん、万殿さんのスピーチ楽し

 みです。 

 

吉田  修 

・５日～８日と大学同期会で東京から

 箱根・熱海を回ってきました。 

出射 靖生 ・無症状感染者が多く対応に困ります。 

稲掛 英男 ・早退おわび。 



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  

11/23 京都 「祝日休会」 

（水） 京都西北 「祝日休会」 

 京都北東 「祝日休会」 

 京都嵯峨野 「祝日休会」 

 京都朱雀 「祝日休会」 

11/24 
京都南  12：15 

「ラグビー（楽苦美）～湧き上がるものを求めて～」
(株)ＭＡＲＵプロ代表取締役 ㈱ヒガシ21顧問 
 ＮＰＯ法人ヒーローズ会長 林  敏之様 〇 

（木） 京都北 ｢いけばな｣                    〇 
華道未生流笹岡 家元 笹岡 隆甫様 

 京都洛北 「クラブデー」                   ▲ 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」             〇 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「ウクライナ緊急人道支援の現在」      〇 
 公益社団法人 日本国際民間協力会 
             事業部長  岡田 克彦様 

 京都さくら 
18：30 

「休会」                       × 

 ｢世界一周、モアイのイースター島を旅して｣ 
              会員 土井 正 樹様 〇 

 京都乙訓 「未定」                       × 

11/18 京都東 「ロータリーと私」 千家十職 柄杓・竹細工師 
             十四代 黒田 正玄さん 〇 

（金） 京都伏見 クラブ管理クラブ・フォーラム パネルディスカッ
ション                    要連絡 

 
京都洛西 

「プロサッカークラブおこしやす京都ACの目指
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 

 京都紫竹 「休会」                       × 

11/21 
京都西 

「持続可能な総合福祉施設として～京都ライト
ハウスの概要(現状と課題)～」社会福祉法人 
京都ライトハウス 松田一成様、山本たろ様 〇 

（月） 京都紫野 第６回クラブフォーラム（クラブ奉仕部門②） 〇 

 京都中 「京都の景観・都市計画の動向」 京都大学 
  大学院工学研究科教授 川﨑 雅史様 〇 

 京都平安 18：30 次回例会は11月28日（月）となります。 

11/22 京都東山 「休会」                       〇 

（火） 京都西南 「ロータリー財団フォーラム」            × 

 京都洛中 「休会」                       × 

 京都洛南 「休会」                       × 


