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「 立ちあがろう 」 

2022年12月24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    
 １２月２６日（月） 次年度役員会 18：30～ 桃園亭 
 １２月２９日（木） 休会 
  １月 ５日（木） 休会 
  １月１０日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ 桃園亭 ※当クラブが担当します！ 
  １月１２日（木） 現次年度理事役員会 
  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  
 13：00～16：00 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都           （三田会員） 
  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） 
 
 
 

障害者支援施設 DO 

  「 猫 」 

Vol.３３-２１  第１５１２回例会 



 ２０２２年１２月２４日（土）  第１５１２回例会  Vol.３３－２１ 

１．次週の例会は休会となります。新年は１月１２日

 より例会を行います。 

２．１月１０日（火）１８時から桃園亭において

 ロータリーほろにが会を当クラブの担当で開催い

 たします。ベリーダンスショーなど楽しい企画を

 考えています。多数のご参加をよろしくお願いい

 たします。 

３．次年度理事メンバーが決定いたしましたので、 

 お知らせいたします。 

  ｸﾗﾌﾞ管理･運営（親睦） 森  正廣 

  プログラム 山本 拓生 

  奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（職業奉仕） 内田 勝彦 

  社会奉仕 瀬田 保二 

  青少年奉仕 太田 靖彦 

  国際奉仕 児嶋 雄二 

  ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山 上原 従正 

  広 報 中野 孝治  

例会プログラム 『 ｸﾘｽﾏｽ家族例会 』 

 

開会点鐘   18：00                               

 ロータリーソング 「 四つのテスト 」 

 今日の歌 「 きよしこの夜 」  吉田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞ  ー

 友愛の挨拶 

 ご来客のご紹介  

 会長挨拶   井上会長 

 幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

 寄付金報告 

閉会点鐘 

「クリスマス家族例会」  万殿親睦委員長 

  開会の挨拶   

 井上会長  

 乾杯  山本直前会長 

 食事歓談 

 ディナーショー  伊藤 タカ子様 

 閉会挨拶  太田(勝)副会長 

  「手に手つないで」  吉田ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 

 

出演者のご紹介 

 
伊藤 タカ子 様  
 

京都市生まれ。シンガーソングライター。 
オリジナル曲の作詞、作曲、編曲活動の傍ら、
カンツォーネ、シャンソン、映画音楽、歌謡曲
など様々なジャンルの音楽を歌いこなす歌唱力
に定評がある。 
現在、京都を拠点に国内各地のコンサートホー
ル、ホテル、ライブハウスにおいて、ディナー
ショー＆コンサート活動を開催。 
テーマソング、社歌、応援ソングなどの制作に
も携わっている。 
現在、YouTube「おタカさんの京都おおきにTV」
にて京都の紹介番組を出演、制作。 
CD「伊藤タカ子アルバムI」「Geloso」「大切な
こと」「恋慕vol.1」「Last Love」「白いダリ
アをあなたに贈ろう」 
白血病患者支援団体NPO法人「DREAM TOY’s」
（ドリーム・トイ）を主宰。 
1998年より「あげます元気！DREAM TOY’sコン
サート」を毎秋に開催し、理事長としてさい帯
血バンクの啓蒙、啓発活動、募金活動、講演
会、ロビーコンサートなどを展開している。 
自身も2016年夏乳癌発症。手術、放射線治療を
経て現在投薬にて治療中。 
ピンクリボン運動にも参加、協力 
して活動を開始している。 
一般社団法人 日本歌手協会会員 

 

 「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 

◆ゴルフ同好会 
 

令和４年１２月１４日㈬、兵庫県は太平洋クラブ六甲

コースにて、京都桂川ロータリのゴルフ同好会結成コン

ペを開催しました。 

ゲスト一人を迎えた３組１２

名でラウンドしてきました。 

 手入れもされていて、非常

に綺麗なゴルフ場でしたが、

当日は寒波が日本列島を襲っ

ており、強風と極寒の中つら

いラウンドとなりました。 

 皆さん揃ってスコアを崩している中、ベスグロは中川

会員で準優勝、優勝は１００以上たたいているのにダブル

ペリアのハンデのお陰で、太田勝彦会員となりました。 

 場所を京都へ移し、京都駅近くの「京都しずく」という

居酒屋で表彰式と懇親会を開催しました。 

  ゴルフ、懇親会とも大いに盛り上がった一日でした。 

しばらくゴルフから遠ざかっていた会員、始めたばかり

の会員も大歓迎ですので、是非ゴルフ好きの友人を連れ

てご参加下さい。 

 次回の日程は未定ですが、これから回を重ねていきたい

と思っておりますので、是非よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告：山本 拓生 



１月１２日（土）  

                       
 「歳男放談」 
   上山 泰弘会員 
   太田 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   

１２月は疫病予防と治療月間 

【 】 小計  11,000円 今年度累計 373,000円 
目標額 672,000円 達成率 56％ 1人当たり24,000円以上 

クラブ・デー 
「第２回クラブ協議会」（上半期締め括り） 

【ニコニコ箱】 小計 25,000円 今年度累計 658,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 51％ 

BOXへ 児嶋 雄二、中野 孝治、田中  守 

三田 昌資、中川 俊夫 

 

 

万殿 慎二 

・ほろにが会楽しみました。１月は当

 クラブが幹事です。参加よろしくお願

 いします。 

１２月１５日（木） 
会員数 ２８名（内出席免除６名）  
出席者 ２１名（４名）   ８０．７７％ 
ご来客  １名 
１２/１ ＭＵ後の出席率  ７６．００％ 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 302,000円 

目標額 761,600円 達成率 40％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

 

    ロータリーほろにが会のご案内 
 

日 時： ２０２３年１月１０日（火）  
 １８：００より 
 

場 所： 桃園亭 下京区河原町通四条下る 
 

会 費： １０，０００円 
 
参加者： 林、菱田、井上、児嶋、万殿、森 
  中野、太田(勝)、太田(靖)、三田 
  末永、髙橋、谷口、内田、王、山本 
 
※当クラブが担当します。 
 多数のご参加をよろしくお願いいたします。 

 

谷口 泰義 

・ほろにが会参加の方ごくろうさんで

 した。 

 

王   杲 

・ゴルフ同好会楽しかった、有難う御

 座いました。 

井上 正佳 ・ゴルフ同好会、お疲れ様でした。 
 

 

林  良訓 

・ゴルフ同好会の皆様 

 おつかれでしたとありがとうござい

 ました。 

 

森  正廣 

・大洗で「あんこう料理」を食す。 

 「大洗磯前神社」参拝。 

内田 勝彦 ・フランス強し！ 

BOXへ 井上 正佳、中川 俊夫、万殿 慎二 

末永  寛、三田 昌資、田中  守 

上原 従正 ・キレイさん、お元気ですか。 

      

出射 靖生 ・今日は寒いですね。 

山本 拓生 ・早退お詫び。 

 

吉田  修 

・今年最強の寒波がくるそうですね。 

 ご用心。 

内田 勝彦 ・今年もあと２週間です。 

 

 

出射 靖生 

・コロナ感染者3000名を超えていま

 す。死者も240名と増加しています。 

 御用心。 

菱田 匤樹 ・２週連続欠席おわび。 

BOXへ 井上 正佳、林  良訓、王   杲 

万殿 慎二、田中   守 

森  正廣 ・袋田の滝、圧巻。 

 

吉田  修 

・先日のBoxing、井上尚弥すごかった

 ですね。 

 

中野 孝治 

・昨日ゴルフ同好会たのしかったです。 

 人間です！ 

吉田  修 ・劉 希玲さん、元気にしていますか？ 

 

出射 靖生 

・世界的なエネルギー不足、物価上昇大変

 な世の中です。 

内山 正元 ・ストップ、ウクライナwar。 

内田 勝彦 ・寒すぎます。 

井上会長 万殿ｸﾗﾌﾞ管理･運営委員長 

内田奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 三田青少年奉仕委員長 

 

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 



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  

12/28 京都 -老･壮･青 会員スピーチ- 老：小堀 賢一様   
   壮：光田 周史様、青：石田 宏次君 〇 

（水） 京都西北 「休会」                      × 

 京都北東 「休会」                      × 

 京都嵯峨野 「休会」                      × 

 京都朱雀 「休会」                      × 

12/29 京都南  12：15 「休会」                      × 

（木） 京都北 「休会」                      × 

    京都洛北 「休会」                      × 

 京都洛東 「休会」                      × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」                      × 

 京都さくら 
18：30 

「休会」                      × 

 「休会」                      × 

 京都乙訓 「休会」                      × 

12/23 京都東 「年忘れ家族会」                 × 

（金） 京都伏見 「休会」                       × 

 京都洛西 「年忘れ家族会」開催の為、例会時間変更 × 

 京都紫竹 「休会」                       ×                                 

12/26 京都西 「落語で社会を明るく」              〇 
落語家   桂  春蝶様 

（月） 京都紫野 「休会」                       × 

 京都中 「休会」                       × 

 京都平安 18：30 「クリスマス例会」                 × 

12/27 京都東山 「休会」                        × 

（火） 京都西南 「休会」                        × 

 京都洛中 「休会」                        × 

 京都洛南 「年忘れ家族会」→２５日（日）に臨時変更  × 


