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行事予定 

  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２３日（祝） 休会 
  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 
  ３月 ２日（木） 通常例会 現・次年度理事役員会 
  

◆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） 

  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    （会長・幹事・德田会員、万殿会員） 

 

 

 

京都市西総合支援学校 

 小学部５年生 

   吉川 侑汰さん 

Vol.３３-２６  第１５１７回例会 



 ２０２３年２月９日（木）  第１５１７回例会  Vol.３３－２６ 

１．次週の例会場は「千の間」に変更になります。 

 ご注意ください。 

例会プログラム 

日 時 2023 年２月２日(木) 例会終了後 
出席者 井上、王、山本、髙橋、万殿、菱田、内田、末永、
 三田、児嶋、出射、中川の各会員 
 

議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告について 
３．第４回「心の絵」展の開催について 1/19～1/2 
 ⇒ ５施設の７２名８８点の作品、約３００名の来場。 
４．新年会の開催報告 ⇒ 参加者：会員１２名、その他３名。 
５．「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、１０：００～１２：００ 
  桂川RCから１チーム出場する。 

６．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。 

７．第１６回桂川流域クリーン大作戦について 2/26（日） 
 ⇒ ９：００～１１：３０ 桂大橋の桂離宮側 
８．第８回クラブ討論会(広報・IT・雑誌・会報）3/23（木） 
 ⇒ 瀬田会員と中川会員がスピーチを行う。 
９．山林防火啓発広報媒体の作製に伴う協賛について⇒ 承認。 
10．その他 
 ・川クラブ友好の集いについて  
   ⇒岡山旭川RCから開催中止の連絡が届いた。 
 ・ＲＹＬＡについて 
   ⇒参加希望者なし。 
 ・京都西南ＲＣ創立50周年記念例会 
   ⇒節目の年なので多数の参加をお願いする。 

 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 それでこそロータリー  」 

今日の歌 「 早春賦 」 

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」 

 田中  守会員 

               稲掛 英男会員 

閉会点鐘    13：30   

◆ロータリーレートについて 
日本事務局より、２月のレートは１ドル１３０円と 
お知らせが届きました。（参考：１月１３２円） 

 

「新年会」の報告 
 

日時  令和5年1月28日(土）18時30分より 
場所  天ぷら圓堂 岡ざき邸 
参加者 １４名 
 

朝から雪が降り足元のかなり悪い状態の開催日となりま
した。 
井上会長の開会の挨拶ではじまり山本直前会長の「カン
パーイ」の時にサプライズ。 
井上会長と内田会員の計らいで宮川町から3名の舞妓さ
んがサプライズ参加、14名参加で少し寂しい会となりそ
うなところ、大いに盛り上った新年会となりました。 
美味しい天ぷらと舞妓さんとのひと時も太田勝彦副会長
の閉会の挨拶でおひらきとなりました。閉会後、宮川町
にて更に盛り上がった会員もおられたようで本当に楽し
い新年会を開催することが出来ました。ご参加の皆さん
ありがとうございました。 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
親睦委員長 万殿慎二 

 今日の歌   「早春賦」 

吉丸一昌作詞 中田 章作曲 
 

春は名のみの風の寒さや 

谷の鶯（うぐいす）歌は思えど 

時にあらずと  声も立てず 

時にあらずと  声も立てず 

◆京都桂川ＲＣ杯 パラスポーツ大会 
２月４日（土）京都市西総合支援学校 体育館におい
てパラスポーツ大会、ボッチャの体験と試合が行われ
ました。この大会は当クラブが長年協力してきました 
障がい者と家族のレクリエーションにかわる行事で、
今回が初めての大会でした。 
当クラブから井上会長、森会員、万殿会員、山本会員
末永が参加いたしました。 
詳細につきましては、２月１６日の例会においてご報
告いたします。 
            社会奉仕委員長：末永 寛 



２月１６日（木）  
 クラブ・デー「クラブ討論会」 
「パラスポーツ大会の報告」 
     末永  寛会員 

【 】 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 19,000円 今年度累計 508,000円 

目標額 672,000円 達成率 76％ 1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】 小計 37,000円 今年度累計 851,700円 
目標額 1,300,000円 達成率 66％ 

BOXへ 德田 正彦、三田 昌資、児嶋 雄二 

中川 俊夫、井上 正佳、中野 孝治 

王   杲 

稲掛 英男 ・昼下りのJAZZ楽しみに。 

万殿 慎二 ・JAZZ楽しみです。 

２月２日（木） 
会員  ２７名（内出席免除５名）  
出席者 ２３名（４名）   ８８．４６％ 
ご来客  ２名 
１/１９ＭＵ後の出席率  ８４．００％ 

日 時 2023 年２月２日(木) 例会終了後 
出席者 王、菱田、井上、三田、万殿、末永、山本、 
 内田、瀬田、児嶋、上原、髙橋の各会員  

議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）について 
２．年間行事予定について 
３．各委員会の予算について   
 ⇒ 台湾三重中央RCとの交流、札幌真駒内RC創立50周年
 記念例会への参加は児嶋会員と林会員と相談して委
 員会予算についても今後検討する。 
４．地区補助金の申請について  
 ⇒ 瀬田会員から日中の学生を対象とした書道展覧会に
 ついて提案があった。地区R財団委員の万殿会員と
 R財団委員長の上原会員と検討する。 
５．その他 
 ・次年度会長テーマについて 

「 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 

 

内田 勝彦 

・先日の新年会、楽しませていただき

 ました。 

 

山本 拓生 

・新年会お世話になりました。 

 楽しかったです。 

万殿 慎二 ・新年会たいへん楽しかったです。 

井上 正佳 ・新年会、お疲れ様でした。 

谷口 泰義 ・新年会、当日欠席おわびします。 

森  正廣 ・大阪お初天神で新年会。 

BOXへ 児嶋 雄二、中川 俊夫、三田 昌資 

中野 孝治、德田 正彦、末永  寛 

【 】 小計 24,000円 今年度累計 392,000円 

目標額 761,600円 達成率 51％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

吉田  修 ・先日の新年会欠席お詫び。 

内田 勝彦 ・JAZZ楽しみです。 

王   杲 ・昼下りのJAZZを楽しみです。 

出射 靖生 ・当院でのコロナは落ち着いてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田  修 

・明日は、節分。 

 節分で、いつも思い出すことがあります。 

 今は51歳になる娘が、保育園から帰る

 なり言いました。「お父さん、きょう

 は節分だよ。昨日までが冬で、明日から

 は春。今日は、冬と春の分かれ分かれの

 日、季節を分けるから節分って言うん

 だよ」（保育園で教えられたらしい）

 負うた子に教えられた一日でした。 

 

林  良訓 

・内田さん先日は大変お世話になりま

 した。 

 

林  良訓 

・山懸様、重松様すごく楽しみにして

 います。 

瀬田 保二 ・今日８１才になりました。 

髙橋 英明 ・ゴルフ場はクローズです。 

吉田  修 ・キレイさんに会いたいです。 

 

瀬田 保二 

・前週の吉田様(太田勝)内田様のお話し

 楽しく勉強に成りました。 

 

上原 従正 

・２月は平和と紛争予防/紛争解決月間。

 ウクライナに平和と終戦を願って。 

 

万殿 慎二 

・上原さん、財団補助金管理セミナー

 参加ご苦労様でした。 

髙橋 英明 ・インフルエンザに気をつけて下さい。 

内山 正元 ・ミャンマーにも注目しましょう。 

 

出射 靖生 

・寒い日が続きますね。屋根下に30㎝

 くらいのつららがみられました。 

BOXへ 井上 正佳、児嶋 雄二 

菱田 匤樹 ・新年会欠席お詫び。 

内田 勝彦 ・とにかく寒いですね。 

 

 

出射 靖生 

・アメリカではXBB1.5の感染者が60％と

 の事です。日本にもすでに入ります。 

 ご用心。 



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  

2/15 京都 「未定」 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                 × 
「ドゥネイト部門第５回クラブフォーラム」 

 京都北東 「クラブデー」                    ▲ 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                  〇 

 
京都朱雀 

「制度の狭間にある若者の支援について」 
 特定非営利活動法人happiness理事長   
               宇野 明香様 要連絡 

2/16 京都南  12：15 「にしぶちの美味しい」             〇 
にしぶち飯店 店主 西渕健太郎様 

（木） 京都北 -ロータリー創立記念例会-          〇 

    京都洛北 「『意外とええやん』の経営」            〇 
会員 谷口 聡様 

 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 

「国際奉仕部門フォーラム」          〇 

 京都さくら 
18：30 

「世界で見てきた景色」 ～ダイバシティand 
インクルージョン～ スポーツコメンテーター 
オリンピックメダリスト 奥野  史子様 要連絡 

  ｢家庭集会のまとめ｣              〇 
ロータリー情報委員長  依田 純三様 

 京都乙訓 「職業奉仕について」職業奉仕委員会 委員長 
小川 修司会員、副委員長 藤田 正広会員 × 

2/10 京都東 「夜の例会」   例会時間・場所臨時変更 × 

（金） 京都伏見 「未定」 

 
京都洛西 

「カンボジアの明日に向けて-JICAの国際協力」   
 JICA東南アジア・大洋州部参事役  
                   衣斐 友美様 〇 

 京都紫竹 「休会」                        × 

2/13 
京都西 

「脚下照顧－二つのこころ－」  浄土宗西山禅林 
 寺派管長   総本山永観堂禅林寺第91世法主   
          京都洛中RC会員 久我 儼昭様 〇 

（月） 京都紫野 新入会員スピーチ「アトピー性皮膚炎治療の  
 進歩」            小西 啓介会員 〇 

 京都中 「RLIについて」 地区RLI委員会 委員   
         大津RC会員 今井 正人様 〇 

 京都平安 18：30 「音を造る」                 要連絡 
雅楽器製作者 和田 篤志様 

2/14 京都東山 「琵琶湖疏水」 京都東RC  岡野 益巳様 〇 

（火） 
京都西南 

「リハビリの専門家が伝える『健康寿命を伸ば  
 す方法について』」  
   ㈱エブリハ代表取締役 成瀬 文博様 × 

 
京都洛中 

「一打への想い、響きと共に…」         〇 
学校）瓜生山学園 京都芸術大学 教授  
同学 和太鼓教育センター所長 髙木 克美様 

 京都洛南 「歳女放談」       会員 吉永 英代様 〇 


