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「 立ちあがろう 」 

2023年1月19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） 

  ３月 ６日（月） 京都西RC創立６５周年記念例会・祝宴 14：30～ ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH京都 

  ３月１８日（土） 京都洛東RC創立３５周年記念式典 18：00～ ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 

 

 

 

障害者支援施設 DO 

  「 風神雷神 」 

Vol.３３-２３  第１５１４回例会 



 ２０２３年１月１９日（木）  第１５１４回例会  Vol.３３－２３ 

１．本日から２４日（火）まで、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。 

２．１月２１日（土） 第２回青少年奉仕担当者会議

 がリーガロイヤルホテル京都において開催され、

 三田会員が出席されます。 

３．鎌野孝和会員が健康上の理由で、１２月末で 

 退会されました。 

◆ロータリーレートについて 
日本事務局より、１月のレートは１ドル１３２円と 
お知らせが届きました。（参考：１２月１３８円） 

例会プログラム 

日 時 2023 年１月１２日(木) 例会終了後 
出席者 井上、太田、王、山本、髙橋、田中、万殿、菱田、
 内田、末永、三田の各会員 
 

議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について  ⇒ 田中会計より報告。 
３．下半期会費請求について 
 ⇒ 数名未納者がありますが、個別に連絡する。 
４．クリスマス家族例会開催報告 12/24（土） 
 ⇒ 万殿親睦委員長より報告。 
５．ロータリーほろにが会について 1/10（木） 
 ⇒  万殿会員が説明と決算報告。クラブの出費はなし。 

６．第４回「心の絵」展の開催について 1/19～1/24 

 ⇒ 井上会長から再度協力のお願い。協力施設の後日例会へ 
  の招待はなし。 
７．第６回クラブ討論会について（職業奉仕）について 
 ⇒ 内田、吉田、太田の各会員がスピーチを行う。 
８．新年会について   1/28（土） 
 ⇒ クラブより会費を一人当たり3千円補助する。 
９．「パラスポーツ大会」について 2/4（土） 
 ⇒ 西総合支援学校で開催、9：30集合、10：00から 
  桂川RCから1チーム出場する。 
10．第７回クラブ討論会（社会奉仕・国際奉仕）2/16（木） 
 ⇒ 末永社会奉仕委員長よりパラスポーツ大会の報告。 
11．退会会員について  ⇒ 鎌野会員の退会を承認する。 
12．名誉会員について ⇒ 井上会長が鎌野さんに連絡をする。 
13．2023年度米山奨学生の受入れについて ⇒ 承認。 
14．京都市西京ジュニア消防団に対する支援について 
 ⇒ 承認。 
15．その他 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 四つのテスト 」 

今日の歌 「 ペチカ 」 

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」 

         林   良訓会員 

     内田 勝彦会員 

閉会点鐘    13：30   

 

ロータリーほろにが会の報告 

 
 日時  令和5年1月10日(火）18時より 
 場所  桃園亭(王会員) 
 参加者 74名(内当クラブ会員14名) 
 
ロータリーほろにが会は、アサ
ヒビールを楽しみながら懇親を
目的とした会です。 
毎月第2火曜日に開催され今回
で758回を迎え、単純に計算し
ても63年以上の歴史を持つ会で
す。このような歴史ある会で 
当クラブは今回初めて当番幹事をさせていただきま
した。 
井上会長、アサヒビール西山支社長の挨拶後、谷口
パスト会長の「カンパーイ」の発声で開会しました。 
皆さん、ビールを片手にいろいろなテーブルで、顔
見知りの人と歓談。アトラクションのベリーダンス
では大はしゃぎで大盛り上がり。外の寒さを感じな
い、暖かい部屋で飲む冷たいビールはとても美味し
かったです。 
最後に太田勝彦副会長の短めの閉会の挨拶で楽しい
時間はおひらきとなりました。 
次回は2月14日にホテルモントレ京都で開催されま
す。次回も一緒に楽しみましょう。 

 

親睦委員長 万殿慎二 

今日の歌      「ペチカ」 
 

北原白秋作詞 山田耕筰作曲 

雪のふる夜は たのしいペチカ 

ペチカ燃えろよ お話しましょ 

むかしむかしよ 

燃えろよ ペチカ 



１月２６日（木）  

                       
 クラブ・デー                         
 「第６回クラブ討論会 （職業奉仕）」 

【 】 小計    0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 22,000円 今年度累計 461,000円 
目標額 672,000円 達成率 69％ 1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】 小計 65,700円 今年度累計 766,700円 
目標額 1,300,000円 達成率 59％ 

BOXへ 田中  守、德田 正彦、三田 昌資 

１月１２日（木） 
会員  ２７名（内出席免除５名）  
出席者 １９名（３名）   ７６．０％ 
ご来客  ２名 

 

井上 正佳 

・新年あけましておめでとうございます。

 あと半年、よろしくお願いいたします。 

 

井上 正佳 

・来週から「心の絵」展です。ご協力

 よろしくお願いいたします。 

【 】 小計 21,000円 今年度累計 336,000円 

目標額 761,600円 達成率 44％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

日 時 2023 年１月１２日(木) 例会終了後 
出席者 王、菱田、太田(勝)、井上、三田、田中、万殿、 
 末永、山本、内田、髙橋の各会員 
 

議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）について ⇒ 継続審議。 
２．年間行事予定について   ⇒ 継続審議。 
３．各委員会の予算について  ⇒ 次回に決定する。 
４．週報について   ⇒ 中野会員が担当。 
５．地区委員推薦について 
 ⇒ 万殿慎二会員（地区財団資金推進委員会 委員）承認。 
６．2023-24年度地区補助金申請について 
 ⇒ １月２８日、地区ロータリー財団補助金管理セミナー        
 に上原会員が出席。 
７．創立35周年実行委員長、理事役員会への参加について 
 ⇒ 承認、実行委員会に内田会員を追加する。 
８．その他 

上山 泰弘会員   太田 勝彦会員 

 

松尾 義平 

・謹賀新年、今年も宜しく。万殿、稲掛

 会員いつもお世話になります。 

 

吉田  修 

・みなさん、おめでとうございます。 

 今年もよろしくお願いします。 

稲掛 英男 ・明けましておめでとうございます。 

内田 勝彦 ・あけましておめでとうございます。 

内山 正元 ・新年、おめでとうございます。 

髙橋 英明 ・本年もよろしくお願いいたします。 

安田  勝   ・本年も宜しくお願いします。 

 

 

谷口 泰義 

・今年もよろしくお願いいたします。 

 スピーチ、上山さん、太田勝さん楽し

 みにしています。 

 

王   杲 

・明けましておめでとう御座います。 

 今年も宜しくお願い致します。 

 

森  正廣 

・明けましておめでとうございます。 

 今年もよろしくお願いします。 

德田 正彦 ・謹賀新年、本年もよろしく。 

万殿 慎二 ・本年もどうぞよろしくお願い致します。 

三田 昌資 ・明けましておめでとう御座います。 

 

太田 勝彦 

・安田先生、松尾さんお元気でうれしい

 です。 

 

田中  守 

・上山さん、太田さんスピーチの楽しみ

 です。 

末永  寛 ・上山さん、太田さんのお話を楽しみに。 

 

井上 正佳 

・ほろにがご参加ありがとうございま

 した。楽しかったです。 

 

万殿 慎二 

・松尾さん、安田さん、どうぞ今年も 

 よろしくお願い致します。 

 

髙橋 英明 

・上山さん、太田さんのお話しを楽しみ

 にしています。 

内田 勝彦 ・上山先生、太田さんのスピーチ楽しみに。 

 

稲掛 英男 

・上山泰弘会員、太田勝彦会員のスピー

 チ楽しみに。 

 

吉田  修 

・今年は、すこしでもコロナがおさまり 

 平和が回復しますよう。 

 

山本 拓生 

・新年おめでとうございます。ほろにが

 会お疲れ様でした。楽しかったです。 

 

菱田 匤樹 

・あけましておめでとうございます。 

 本年も宜しくお願い致します。 

内山 正元 ・ウクライナ戦争を終わらせましょう！ 

BOXへ 田中  守、三田 昌資 

万殿 慎二 ・ほろにが会おおいに盛り上がりました。 

 

王   杲 

・先日ほろにが会大変お世話になりま

 した。有難う御座います。 

内田 勝彦 ・先日の「ほろにが」お疲れ様でした。 

 

稲掛 英男 

・まだまだコロナが蔓延しています。 

 皆さんお気をつけて！！ 

吉田  修 ・孫が正月から骨折しました、大変です。 

太田 勝彦 ・田中先生ボケるにはまだ早いですよ。 

「 歳男放談 」 

末永  寛 ・皆さん今年もよろしく。 



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  

1/25 
京都 

-追悼例会-                    〇 
「故 水原  醇君を偲んで」    絹川   定様 
「故 佐々木智海君を偲んで」  飛鳥井雅和様 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～ 
「第２回クラブアッセンブリー」         〇 

 京都北東 「ＲＬＩでの学びとは」              ▲ 
地区RLI委員会 委員 林博之様(舞鶴RC) 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                  〇 

 京都朱雀 「職業奉仕フォーラム」          要連絡 

1/26 京都南  12：15 「京都の強みを生かした成長戦略～文化と経
済の好循環～」 京都市長 門川 大作様 〇 

（木） 京都北 ｢後七日御修法について｣           × 
大報恩寺 千本釈迦堂 住職 菊入 諒如師 

    京都洛北 「人間万事塞翁が馬」 会員 宇治田脩盂様〇 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」         要連絡 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「未定」                       〇 
有限会社斗六屋 代表取締役  近藤 健史様 

 京都さくら 
18：30 

「一般教養としての般若心経」      要連絡 
会員 桑田 智照様 

 「職業奉仕フォーラム」              〇 
職業奉仕委員長 伊東 一壽様 

 京都乙訓 「RLIについて」                 × 
地区RLI委員会 委員 林  博之様 

1/20 京都東 「『四つのテスト』の真実」 R.I.第2650地区職業
奉仕委員長 大津東RC会員 上原 博一様 〇 

（金） 京都伏見 ～職業奉仕クラブ・フォーラム～        〇 

 京都洛西 -職業奉仕月間スピーチ- 「職業奉仕とは？」 
 職業奉仕委員長 平松 敏克様 要連絡 

 京都紫竹 「東京オリンピック委員会の顛末」  
村上 健治会員 要連絡 

1/23 京都西 新入会員スピーチ「お酒から世界がひろがる！」  
               会員  杉原  洋様 〇 

（月） 京都紫野 「売上につながるホームページ作り」     〇 
西河 豊治会員 

 
京都中 

「老舗油屋の昔と今～お灯明から町家再生ま
で～」 ㈱山中油店 代表取締役社長  
                    淺原  孝様 〇 

 京都平安 18：30 「未定」 

1/24 京都東山 「未定」 おこしやす京都AC 添田 隆司様 〇 

（火） 京都西南 「職業奉仕フォーラム」              × 

 
京都洛中 

職業奉仕フォーラム「未定」            〇 
 RI第2650地区 職業奉仕委員長 

大津東RC会員 上原 博一様 

 京都洛南 「私の職業」       会員 福田 利生様 〇 


