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「 立ちあがろう 」 

2023年1月26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 
  ２月２６日（日） 第１６回桂川流域クリーン大作戦 8：30受付 9：00～ 桂大橋桂離宮側 
  

◆地区行事  
  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） 
  ２月１９日（日） 地区職業奉仕「講演会」 13：00受付 13：30～16：00 
 京都府立京都学・歴彩館大ホール及びオンライン参加 

  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 

 

 

 

障害者支援施設 DO 

  「 風神雷神 」 

Vol.３３-２４  第１５１５回例会 



 ２０２３年１月２６日（木）  第１５１５回例会  Vol.３３－２４ 

１．１月２１日（土）リーガロイヤルホテル京都に

 おいて第２回青少年奉仕担当者会議が開催され、

 三田会員が出席されました。          

２．１月２８日（土）キャンパスプラザ京都において

 地区ロータリー財団補助金管理セミナーが開催さ

 れます。上原会員が出席されます。 

３．１月２８日（土）１８時半から圓堂 岡崎邸に 

 おいて「新年会」が開催されます。 

 時間お間違えのないようにご注意ください。 

４．１月２９日（日）京都文教学園においてロータ

 リー・リーダーシップ研究会が開催されます。 

 王会員が出席されます。 

５．次週例会終了、現・次年度理事役員会を開催 

 いたします。 

◆京都西ＲＣ 創立65周年記念例会・祝宴 
京都西RCは、2月3日に創立65周年をお迎えになり 
ます。下記の通り記念例会・祝宴を開催されますの
で、参加・登録ご希望の方は、2月3日（金）までに 
当事務局迄お申出ください。 
  日 時 2023年３月６日（月）受付13：00  
      記念例会14：30～ 記念祝宴16：50～ 
  場 所 リーガーロイヤルホテル京都 
 登録費 20,000円 
 

◆京都西南ＲＣ 創立50周年記念例会・式典・祝宴 
京都西南RCは、4月17日に創立50周年をお迎えになり 
ます。下記の通り記念例会・祝宴を開催されますの
で、参加・登録ご希望の方は、2月28日（火）までに
当事務局迄お申出ください。 
  日 時 2023年４月１７日（月）受付16：00  
      記念式典16：30～ 記念祝宴18：00～ 
  場 所 ホテルオークラ京都 
 登録費 20,000円 

例会プログラム 

    
「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 
 

参加者：  菱田、稲掛、井上、児嶋、万殿、森 
  太田(勝)、三田、末永、谷口、内田、 
  上原、王、吉田の各会員 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ 」 

今日の歌 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌 」 

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 

 クラブ・デー                          

  「職業奉仕と私」 

    吉田   修会員 

    太田 勝彦会員 

    内田 勝彦会員  

 閉会点鐘    13：30   

 

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） 

 

会員誕生日お祝い   

 １９日 井上 正佳会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

 

創業記念日お祝い 

  １日 德田正彦会員  (有)徳田 

  １日 田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日 稲掛英男会員  稲掛医院 
 

     １月おめでとうございます 

◆「川クラブ友好の集い」について 
ホストクラブの岡山旭川RCよりご連絡があり、今年度
の「川クラブ友好の集い」は新型コロナウイルス感染
拡大の状況を考慮し、中止なりましたのでご報告いた
します。 

川クラブ委員長：上原 従正 



２月２日（木）  

                                               
 「昼下りのJAZZ」 
  ジャズボーカル 山懸  泉様 
  ピアニスト   重松 真美様 

【 】 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 20,000円 今年度累計 481,000円 
目標額 672,000円 達成率 72％ 1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】 小計 29,000円 今年度累計 795,700円 
目標額 1,300,000円 達成率 61％ 

BOXへ 上山 泰弘、児嶋 雄二、田中  守 

中野 孝治、三田 昌資、稲掛 英男 

１月１９日（木） 
会員  ２７名（内出席免除５名）  
出席者 ２１名（３名）   ８４．０％ 
ご来客  １名 

 

稲掛 英男 

・林 良訓会員、内田勝彦会員のスピーチ

 楽しみに。 

 

林  良訓 

・今日久しぶりにスピーチさせてもら

 います。 

   内田 勝彦会員      林   良訓会員 

会員スピーチ」 

瀬田 保二 ・林様、内田様のお話し楽しみに。 

田中  守、万殿 慎二、髙橋 英明 

・林さん、内田さんのスピーチ楽しみです。 

末永  寛 ・林さん、内田さんのお話し楽しみに。 

 

出射 靖生 

・皆さんおめでとうございます。 

 又、お久し振りです。 

上原 従正・皆様今年もよろしく。 

林  良訓 ・ごぶさた致してます。 

太田 勝彦 ・出射さんと中川さん久しぶりです。 

内田 勝彦 ・本日はよろしくお願いします。 

児嶋 雄二 ・今年もよろしく。 

 

森  正廣 

・新春、鞍馬～貴船ハイキング 

 「茶店で会食」 

BOXへ 三田 昌資、中野 孝治、上山 泰弘 

中川 俊夫 

【 】 小計 19,000円 今年度累計 355,000円 

目標額 761,600円 達成率 47％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

林  良訓 ・内田さんよろしく。 

 

森  正廣 

・嵐山で新年会、９名参加。 

 やっぱり楽しいネ！ 

 

出射 靖生 

・コロナでの死者500名こえる日もあり

 ます。85％が高齢者です。御用心。 

BOXへ 稲掛 英男、髙橋 英明、万殿 慎二 

田中  守、児嶋 雄二、上山 泰弘 

中川 俊夫 

谷口 泰義 ・林様、内田様のスピーチ楽しみに。 

出射 靖生 ・中国コロナ気になりますね。 

 

内山 正元 

・週末の寒さがきびしいようです。 

 皆様気をつけて下さい。 

 

京都洛西RC 創立40周年記念チャリティーコンサート 

「未来へのハーモニー～響生～」 のご案内 
 

京都洛西ロータリークラブ創立40周年記念事業として

チャリティーコンサート「未来へのハーモニー~響生

(きょうせい)~」が開催されます。当日は、京都市少

年合唱団(現役&OB)を中心に、京都フィルハーモニー

室内合奏団、花園高等学校IACに加え、洛西ロータリー

クラブメンバーもステージで合唱に参加されます。  
 

日程  ２０２３年２月１９日（日） 

開場  １３：００ 開演 １４：００ 

  会場 京都コンサートホール 大ホール 

 入場無料・全席指定席 
 

※鑑賞ご希望の方は、2月3日（金）までに 

 当事務局までお申出ください。 

   

  第１６回桂川流域クリーン大作戦 

実施概要 
 

実施地区 桂川流域 
 

実施日 ２月２６日（日） 
   雨天の場合３/５ 
 ＊前日午後７時前のNHK 

  天気予報で実施決定 
  実施日午前中の降水確率 
  ７０％以上は中止 
 

集合場所 桂大橋の桂離宮側 
 

時間予定  ８：３０ 受付開始 
 ９：００ あいさつ＆注意事項説明 
 ９：３０ 清掃作業開始 
      １１：００ 集めたｺﾞﾐ袋を指定場所に集積 
      １１：３０ 終了 用具返却  
  現地解散 



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  

2/1 京都 - 新会員スピーチ-「自己紹介、京都駅ビルに  
 ついて」           湊   和則様 〇 

（水） 京都西北 「アイバンクについて」 僧侶 社会福祉法人 
禅心福祉会 永興富士見こども園 園長  
                 後藤 典生様 〇 

 京都北東 「未定」 

 京都嵯峨野 「卯年生まれの72歳を枯れることなく飛躍の年 
 に」          会員 竹下 義樹様 〇 

 京都朱雀 「おいでやす京都水族館へ」      要連絡 
京都水族館支配人館長 松本 克彦様 

2/2 京都南  12：15 「オートバイに魅せられて」           〇 
ライディングアドバイザー 北川  圭一様 

（木） 京都北 「『ジュリーの世界』と、あの頃の京都」 
              作家 増山  実様 × 

    京都洛北 「門松良祐ミニライブ～毎日 Re:start～」   
シンガーソングライター   門松 良祐様 〇 

 
京都洛東 

「令和４年地価調査結果の概要と最近の不動  
 産市場について」 ㈱関西総合鑑定所  
      取締役会長 細見 正博様 要連絡 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「さびない心と体作り」日本オリンピック委員会   
    新体操強化スタッフ 田中 直美様 〇 

 京都さくら 
18：30 

「地区RLIについて」RI第2650地区RLI委員会 
委員 彦根RC会員 安居 継彦様 要連絡 

 「休会」                      × 

 京都乙訓 「クラブフォーラム」               × 

1/27 京都東 「親しみ睦む」     会員 山科 隆雄様 〇 

（金） 京都伏見 ～前期クラブ・アッセンブリー～     要連絡 

 京都洛西 「社寺建築の軒の魅力」          要連絡 
㈱久保工務店 代表取締役 久保 亮太様 

 
京都紫竹 

「これからの日本社会における外国人の活用」  
 京都精華大学 前学長 京都北RC会員  

佐古ウスビ様 要連絡 

1/30 
京都西 

「がん対策推進基本法より事業主の責務について」
(有)ＱＬＩＯコーポレーション代表取締役  
日本ロータリーEクラブ2650会員  朝日慎逸様  〇 

（月） 京都紫野 「執筆活動で感じた京都の伝統産業の素晴ら
しさ」      フリーライター 佐々木歩様 〇 

 京都中 「災害情報の活用と発信」            〇 
NHKアナウンサー 竜田 理史様 

 京都平安 18：30 「未定」 

1/31 京都東山 「職業奉仕フォーラム」             〇 
職業奉仕委員長 平野 俊雄様 

（火） 
京都西南 

「スポーツを社会インフラへ～プロサッカークラブ
おこしやす京都ACが目指す幸せの経済圏～」  
    おこしやす京都AC㈱ 添田 隆司様 × 

 京都洛中 「第２回クラブ協議会」 

 
京都洛南 

「生涯学習推進の取組」京都市教育委員会  
生涯学習部 生涯学習推進課長 高手  聡様   
  統括首席社会教育主事 稲葉 弘和様 〇 


