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「 立ちあがろう 」 

2023年1月12日 

「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    
  １月１２日（木） 現次年度理事役員会 
  １月１９日（木） 通常例会 
  １月２６日（木） クラブ・デー 第６回クラブ討論会（職業奉仕） 
  １月２８日（土） 新年会 18：30～ 圓堂 岡崎邸 
  

◆地区行事  
  １月２１日（土） 第２回青少年奉仕担当者会議              （三田会員） 
 13：00～16：00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都 
  １月２８日（土） 地区ロータリー財団補助金管理セミナー        （上原会員） 
  13：30～16：00 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都 
  １月２９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Ⅲ 
  京都文教学園 9：30～16：20               （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  （会長・幹事） 

 

 

 

障害者支援施設 DO 

  「 風神雷神 」 

Vol.３３-２２  第１５１３回例会 



 ２０２３年１月１２日（木）  第１５１３回例会  Vol.３３－２２ 

１．１月１０日、桃園亭においてロータリーほろにが会を 

 開催いたしました。 

２．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催いたし 

 ます。 

３．１月１９日（木）～２４日（火）ウィングス京都

 において、第４回「心の絵」展を開催したします。 

 ご協力よろしくお願いいたします。 

３．地区大会の登録締め切りが１月３１日（火）となっ 

 ております。多数のご参加をよろしくお願いいた 

 します。  

例会プログラム 

 

 

     

          クリスマス家族例会の報告 
 
井上会長、本日２回目の挨拶でクリスマス家族会が開会されました。 
鎌野会員が退会される報告があり寂しさもありましたが、山本直前会長
の少し長めの乾杯の発声のおかげで楽しく始まりました。 
今回の家族会は料理と歌声がメインです。 
サウザンドホテル自慢の料理はたいへん美味しく、井上会長ご推薦の 
伊藤タカ子さんの歌声には魅了されたことと思います。 
ホテルの皆様、伊藤さんに改めて感謝申し上げます。 
そして最後に太田勝彦副会長の少し長めの閉会の挨拶と内田ソングリー
ダーの「手に手つないで」を会員･家族の皆さんと行い、楽しい時間は
おひらきとなりました。 
お土産には松尾名誉会員よりシクラメンをご用意いただき、最後の最後
まで充実した家族会を開催することが出来ました。 

 
                      親睦委員長 万殿 慎二 
 
 

 

 

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 」 

今日の歌 「 １月１日 」 

友愛の挨拶 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  

乾杯 

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 

  「 歳男放談 」 

          上山 泰弘会員 

    太田 勝彦会員 

閉会点鐘    13：30   

 

◆２０２５～２６年度ガバナー決定 
２０２２年１２月９日付にて地区公示が行われましたが
公示期限の２０２２年１２月２２日までに地区内いずれ
のクラブからも対抗候補者の届け出がありませんでした
ので、地区ガバナー指名委員会が推薦した候補者 京都北
ロータリークラブ小﨑 学（こざきまなぶ）会員がRI細則
12.030.10により当地区ガバナーに決定いたしました。 



１月１９日（木）  

                       
 「会員スピーチ」 
      林  良訓会員、内田 勝彦会員 

【 】 小計 2,000円  今年度累計  19,000円 
目標額 56,000円 達成率 34％ 1人当たり2,000円以上   

１月は職業奉仕月間 

【 】 小計  12,000円 今年度累計 385,000円 
目標額 672,000円 達成率 57％ 1人当たり24,000円以上 

「クリスマス家族例会」 
於：ザ・サウザンドキョウト 【ニコニコ箱】 小計 43,000円 今年度累計 701,000円 

目標額 1,300,000円 達成率 54％ 

BOXへ 太田 晴彦 

 

 

井上 正佳 

・鎌野先生、奥様 

 ようこそお越し下さいました。 

 楽しんでいって下さい。 

１２月２４日（土）「クリスマス家族例会」 
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 １８名（４名）   ６９．２３％ 
ご来客  ８名 
１２/８ＭＵ後の出席率  ７３．０８％ 

 

鎌野 孝和 

・本当にお世話になりました。 

 友情に心から深く感謝。 

 

王   杲 

・今年は大変お世話になりました。 

 来年もどうぞ宜しくお願い致します。 

上原 従正 ・今年もお世話になりました。 

万殿 慎二、稲掛 英男、三田 昌資 

太田 勝彦、瀬田 保二、末永  寛 

内田 勝彦 

・メリークリスマス 

 

末永  寛 

・鎌野さんが退会されるとの事、 

 さみしくなりますね。 

児嶋 雄二 ・今年一年ありがとうございました。 

德田 正彦 ・クリスマス例会よろしく。 

谷口 泰義 ・家族同伴です、よろしく。 

森  正廣 ・紀伊長島「千年温泉」美食の宿。 

 

井上 正佳 

・皆様、今年はお世話になりました。 

 来年もよろしくお願いします。 

森  正廣 ・鎌野さんお久しぶりです。 

林  良訓 ・クリスマスおめでとう。 

内田 勝彦 ・よいお年を！ 

王   杲 ・メリークリスマス。 

 

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 

    
「新年会」のご案内 

 

日時： １月２８日（土） １８：３０～ 
 

場所： 圓堂 岡崎邸  
 左京区岡崎桜馬場通西天町60-3  
  

会費： １２，０００円 

  

 今日の歌    「１月１日」 
 

年の始めの ためしとて 

終りなき世の めでたさを 

松竹たてて 門ごとに 

祝う今日こそ 楽しけれ 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月８日（土） 

14：00～16：00  会長・幹事・地区委員長会議 

17：00～19：00  Jazz Live 夕食会 

（びわ湖大津ﾌﾟﾘﾝｽH）  

４月９日（日） 

10：00～12：00  新会員セミナー(びわ湖大津ﾌﾟﾘﾝｽH） 

   青少年奉仕フォーラム（ 〃 ） 

13：00～15：30  大会本会議（滋賀県立体育館） 

16：00～17：30  お祭り大懇親会 

（びわ湖大津ﾌﾟﾘﾝｽH）  
多数のご参加よろしくお願いいたします。（1/31〆切） 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 315,000円 

目標額 761,600円 達成率 41％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

瀬田 保二 

・大変寒くなりました。 

 くれぐれもお体大切に。 

 

井上 正佳 

・伊藤タカ子さんのディナーショー 

 楽しみです。 

内田 勝彦 ・ホワイトクリスマスになりそうですね。 

林  良訓 ・メリークリスマス。 

万殿 慎二 ・太田さん おいしくいただきます。 

上原 従正 ・世界に良いことをしましょう。 

万殿 慎二 ・キレイさん、楽しんで下さい。 



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  

1/18 京都 「不便益とは」 京都先端科学大学 工学部  
             教授 川上 浩司様 〇 

（水） 京都西北 「西北ロータリーの今後の課題と展望」   〇 
           会長エレクト 生石 和宏様 

 京都北東 「新年夜間例会」→例会場所変更 18：30～
「なか花」                     × 

 京都嵯峨野 「第３回クラブ・アッセンブリー」      

 京都朱雀  クラブ・デー「第3回クラブアッセンブリー」 
要連絡 

1/19 
京都南  12：15 

「ライトフライ級 四団体王者にむけて」WBC、
WBAライトフライ級、二団体統一チャンピオン            
                 寺地拳四朗様 〇 

（木） 
京都北 

｢あたたかい京都づくりを目指して｣     × 
 京都府政策企画部総合政策室  

         総合政策室長 坂野 修一様 

    京都洛北 「クラブデー」                   〇 

 京都洛東  「四つのテストの真実」地区職業奉仕委員会  
副委員長 矢野 雅史様 要連絡 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「第４回クラブ協議会」             〇 

 京都さくら 
18：30 

「サッカムRCとの友好の歴史」     要連絡 
 会長 神田 尚子様 

 「休会」                      × 

 京都乙訓 「休会」                      × 

1/13 京都東 「歳男放談」                    〇 
会員 松野輿詩朗様、米田庄太郎様                 

（金） 京都伏見 「新年会」                     × 

 
京都洛西 

「優れたアートが健やかさをはこぶ〜漆と対話
で紡ぐ未来」 (株)アイディア・ウーマン代表  
          コンシェルジュ 清川かやこ様 〇 

 京都紫竹 新春（同伴）初例会 「新春 琴の調べ」 
         山田流 二谷藤美賀様 要連絡 

1/16 京都西 「春想奏～篠笛と箏の調べ」          〇 
箏  中川佳代子様、篠笛 森 美和子様 

（月） 京都紫野 「歳男スピーチ」                 〇 

 京都中 「歳男放談」  北ノ坊賢二様、太田智之様 〇 

 京都平安 18：30 「未定」 

1/17 京都東山 「クラブデー」                    〇 

（火） 京都西南 「日本経済のゆくえ」 日本生命保険相互会社 
京都支社財務担当営業部長 井上 雅文様× 

 京都洛中 「未定」 ジャズピアニスト 竹中   眞 様 〇 

 京都洛南 「令和５年を占う」                 〇 
高島易断鑑定所 寿周会主宰 高島 寿周様 


