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「 立ちあがろう 」 

2023年2月2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    
  ２月 ２日（木） 通常例会 現・次年度理事役員会 
  ２月 ９日（木） 通常例会 
  ２月１６日（木） 通常例会 クラブ・デー ※例会場は「千の間」に変更なります。 
  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  
  ２月１９日（日） 地区職業奉仕「講演会」 13：00受付 13：30～16：00 （内田会員） 
 京都府立京都学・歴彩館大ホール及びオンライン参加 
  ２月２３日（祝） 国際奉仕セミナー ｵﾝﾗｲﾝ開催 13：00～14：30    （児嶋会員） 

  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 ４日（土） 会員増強アクション会議 13：00～16：00 京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ 

（太田会員） 

 

 

 

 

京都市西総合支援学校 

 小学部５年生 

   吉川 侑汰さん 

Vol.３３-２５  第１５１６回例会 



 ２０２３年２月２日（木）  第１５１６回例会  Vol.３３－２５ 

１．本日例会終了後、現・次年度理事役員会を開催 

 いたします。 

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、上原会員が出席されました。 

３．１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、王会員

 が出席されました。 

４．２月１６日（木）の例会場は「千の間」に変更に 

 なります。 

例会プログラム 

 

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 」 

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 

 「 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 

閉会点鐘    13：30   

 

山縣  泉
やまがた  いずみ

様 
大阪府在住。 
ジャズボーカルならではの自由かつ華やかな魅力が伝
えられるよう、主に阪神間で活動中。 
 

重松 真美
し げ ま つ  ま み

様 
ピアニスト。 
3歳よりピアノ、14歳より電子オルガンを始める。 
電子オルガンを始めてからポピュラー、ジャズに興味
を持ち20歳からジャズピアノを始める。 
トランペッター みちしたかつみ率いるバンド
「Something」初代ピアニスト。 
関西のライブハウスで演奏する。 
人の心に響く音楽を目指している。 
'88 カワイドリマトーンコンクール 銀賞受賞。 

   

  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 

 

第４回「心の絵」展 開催報告 

 

第4回『心の絵』展が1月19日より24日までウイングス

京都にて開催されました。 

今年度は、前年度もご協力頂いた西総合支援学校様、

むくの木園様、あおぞら様、アトリエやっほう！様に

加えて新明塾ju:彩（ゆうさい）ギャラリー様のご参加

により、5施設の72名88点の個性あふれる作品を展示

することができました。 

来場者は芳名帳に記名の276名と他に若干の無記名者

を含めて約300名の来場者でありました。 

1月の会期ということもあるのか、あるいは会期終了

間際の大寒波の影響か、前年度に比べて来場者の数は

少し減少してしまいましたが、会員各位には、寒い中

連日の当番を務めていただき親睦を深めていただいて

ありがとうございました。 

次年度の開催に向けては、来場者増加のため一層の広

報活動の必要性を感じました。 

今後ともご協力よろしくお願い致します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告：井上 正佳   



２月９日（木）  
「会員スピーチ」 
            田中  守会員 
               稲掛 英男会員 

【 】 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   

２月は平和と紛争予防/紛争解決月間 

【 】 小計 8,000円 今年度累計 489,000円 
目標額 672,000円 達成率 73％ 1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円 今年度累計 814,700円 
目標額 1,300,000円 達成率 63％ 

BOXへ 井上 正佳、中川 俊夫、王   杲 

三田 昌資 

森  正廣 ・富士見浅間大社参拝。 

吉田  修 ・米山の学生に。 

１月２６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  ０名 
１/１２ＭＵ後の出席率  ７６．０％ 

太田 勝彦会員 

クラブ・デー   
                        
「職業奉仕と私」 
  

 

太田 勝彦 

・大雪でＪＲが大変でした。 

 もう少し何とかしないとＪＲ！ 

 

内山 正元 

・レホパルト２がウクライナに投入されま

 す。一日も早く戦争が終りますように。 

末永  寛 ・寒い寒い。 

 

稲掛 英男 

・吉田 修会員、太田 勝彦会員、内田 

 勝彦会員のスピーチ楽しみに。 

 

髙橋 英明 

・吉田さん、太田さん、内田さんのお話 

 楽しみにしてます。 

内田 勝彦 ・私と職業奉仕よろしくお願いします。 

BOXへ 児嶋 雄二、中川 俊夫、三田 昌資 

【 】 小計 13,000円 今年度累計 368,000円 

目標額 761,600円 達成率 48％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

森  正廣 ・久しぶりの雪景色。 

稲掛 英男 ・まだまだコロナはおさまってません。 

稲掛 英男 ・寒波は大変ですネ。 

井上 正佳 ・足元凍ってます。ご注意して下さい。 

 

吉田  修 

・本日、１０分間スピーチさせていた

 だきます。 

井上 正佳 ・「心の絵」展、お疲れ様でした。 

万殿 慎二 ・「心の絵」展よかったですね。 

吉田  修 ・おとといはものすごい雪でしたね。 

 

万殿 慎二 

・吉田会員、太田(勝)会員、内田会員の 

 スピーチ楽しみです。 

菱田 匤樹 ・クラブデー宜しくお願いします。 

 

末永  寛 

・吉田さん、太田さん、内田さんのお

 話しを楽しみに。 

谷口 泰義 ・雪が大変でしたね。 

BOXへ 児嶋 雄二、三田 昌資、髙橋 英明 

吉田 修会員 

内田 勝彦会員 

RI 会長エレクトが 2023-24 年度会長テーマを発表  

サウス・クイーンズフェリー・ロータリー クラブ

（スコットランド）の会員であるゴードンR. マッ

キナリー国際ロータリー会長エレクトは、1 月9 日

米国フロリダ州オーランドで開催されたロータリー

国際協議会で講演し、2023- 24 年度会長テーマ

「世界に希望を生み出そう」を発表しました。  

この講演でマッキナリー氏は、問題を抱える国で 

平和を推進し、紛争の影響を受けている人びとを 

助け、過去のリーダーたちが始めたイニシアチブを

引き継いでいくよう会員に呼びかけました。また、

世界の注目を集め、現在の期待をはるかに超える 

可能性を切り開いていくことを求めました。「私た

ちの目標は、破壊的な紛争から世界が立ち直れるよ

うに、希望を取り戻すことです。そうすれば私たち

自身のために持続可能な変化をもたらすことが可能

となります」とマッキナリー氏は述べました。  



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  

2/8 京都 「大丸松坂屋百貨店の未来像」㈱大丸松坂屋  
 百貨店 代表取締役社長 澤田 太郎様 〇 

（水） 京都西北 「京都平安RCとの合同例会」         × 
 例会日時臨時変更 

 京都北東 「YouTubeでロータリー 」           ▲ 
公共ｲﾒｰｼﾞ委員長 吉田 昌司様  

 京都嵯峨野 「休会」 

 
京都朱雀 

クラブ・デー「『こどもあったか社会』で未来を
創る」 弁護士法人古家野法律事務所 
 パートナー      古家野晶子様 要連絡 

2/9 
京都南  12：15 

「新日本画の先駆者山口蓬春 -伝統と蓬春
モダニズム-」公益財団法人JR東海生涯学習 
        財団 理事長 松本 正之様 〇 

（木） 
京都北 

｢高齢者に向けた住まいの器を考える｣   × 
京都橘大学 工学部建築デザイン学科 教授  

松本 正富様 

    京都洛北 「クラブデー」                   〇 

 京都洛東 「地区RLIについて」           要連絡 
R.I.2650地区 地区RLI委員 安居 継彦様 

 
京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 

8：00 

「継続学習の風土作りは『音声学習』がカギ！
脳科学に基づく誰でも実践可能な自律学習を
促進する方法とは」 ㈱オトバンク 創業者  
       代表取締役会長 上田  渉様〇 

 京都さくら 
18：30 

「休会」                       × 

 ｢創立44周年を迎えて｣会員 平田 喜洋様〇 

 京都乙訓 「休会」                      × 

2/3 
京都東 

「 ウクライナ人としての体験 」 立命館大学 
 国際関係学部 特別聴講生 留学生  
            セルヒー・マズニェフ様 〇 

（金） 京都伏見 「未定」 

 京都洛西 「茶道が教えてくれる事」         要連絡 
会員 高橋 宗信様 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム④」           要連絡 

2/6 京都西 「自衛隊の概要等について」          〇 
衛隊京都地方協力本部本部長 岡本 宗典様  

（月） 
京都紫野 

「夢の授業・世界の授業・お金の授業を通して 
子どもの夢を応援する」㈱こどもCandy  
      代表取締役社長 手塚 麻里様 〇 

 京都中 「日本産酒類の振興について」         〇 
中京税務署 署長 植木 伸二様  

 京都平安 18：30 京都西北RCとの合同例会「名物機長の夢実現」 
名物機長（元ＡＮＡ） 山形 和行様 要連絡 

2/7 京都東山 「クラブデー」                   〇 

（火） 京都西南 「クラブデー」                   × 

 京都洛中 「永観堂って、どんなお寺？」総本山永観堂禅林寺 
       庶務部長 会員 太田 孝裕様 〇 

 京都洛南 「クラブ・デー」                   〇 


