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「感動、感激、そして感謝」 
ＲＩＤ2650ガバナー 尾賀 康裕 

行事予定 

  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 
  ３月 ９日（木） 休会 
  

◆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.３３-２７  第１５１８回例会 



 ２０２３年２月１６日（木）  第１５１８回例会  Vol.３３－２７ 

１．２月１９日（日） 地区職業奉仕「講演会」が開催

 され、内田会員がオンラインで参加されます。 

２．２月２３日（祝） 国際奉仕セミナーが開催され 

 児嶋会員がオンラインで参加されます。 

３．次週の例会は、祝日休会となります。 

４．３月２日（木）例会終了後、現次年度理事役員会

 が開催されます。 

例会プログラム 

 

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「クラブ討論会」 

  「パラスポーツ大会の報告」 

         末永  寛会員 

閉会点鐘    13：30   

◆ロータリー手帳予約のご案内 
2023-24年度版ロータリー手帳のご予約を受付けま
す。サイズは縦17.4㎝×横8.5㎝、カラーはロータ
リーの第一基本色ロイヤルブルー。例年の仕様です。
ロータリー特別月間、地区大会の予定など関連事項が
掲載されおり、付録の「ロータリー関連資料」にロー
タリー用語など、ロータリー活動に役立つ情報が掲載
されているロータリアンのためのロータリー手帳で
す。画像は「ロータリーの友２月号」横組P42参照。
＠660円。5月下旬出来上がり予定。 
お申し込みは2月24日(金)までに事務局までご連絡く
ださい。 

 

会員誕生日お祝い   

  ２日 瀬田 保二会員     ７日 稲掛 英男会員 

   ２３日 近藤永太郎会員  
  

夫人誕生日お祝い 

  １日 瀬田 保二会員夫人 和子様 

 １０日 三田 昌資会員夫人 由美子様 

 １２日 上山 泰弘会員夫人 美絵様 

 １７日 林  良訓会員夫人 敦子様 

 １９日 中野 孝治会員夫人 宣子様 
 

結婚記念日お祝い 

   ７日 内田 勝彦会員 

創業記念日お祝い 

 １日 万殿 慎二会員  (有)万殿建設 

   １日 中川 俊夫会員 ㈱中川商会 

  １９日 吉田  修会員 吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 
 

２月おめでとうございます 

 

第２回炉辺会合 第６組 
          
日時  令和５年２月４日(土）午後６時より 
場所 「割烹 いいむら」 
参加者 谷口、上山、太田(勝)、万殿、山本、 
 森（6名） 
テーマ 「コロナ禍での奉仕活動」 
 

当日は、朝にパラスポーツのボッチャ大会京都桂川
ロータリークラブ杯が実施されたので、この中に参
加者が３名いたこともあり、ボッチャの話題で盛り
上がりました。 
 また、この大会の参加賞と賞品が西京の共同作業
所の作ったクッキーが提供されたことから、今後も
そういった商品を使ってあげること自体が奉仕活動

になるのではな
いかと合意しま
した。 
お店の「おまか
せ会席」を楽し
み、大いに飲み
たおしました。 

 
報告：森 正廣 

 

◆京都桂川ＲＣ杯 パラスポーツ大会の様子 

 

 



３月２日（木）  
 「『電気火災』について」 
   京都市西京消防署長  
     村 経樹様  

【 】 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   

２月は平和と紛争予防/紛争解決月間 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 525,000円 

目標額 672,000円 達成率 78％ 1人当たり24,000円以上 

【ニコニコ箱】 小計 26,000円 今年度累計 877,700円 
目標額 1,300,000円 達成率 68％ 

BOXへ 井上 正佳、田中  守、王   杲 

稲掛 英男 
田中  守 ・スピーチさせて頂きます。 

２月９日（木） 
会員  ２７名（内出席免除５名）  
出席者 ２１名（４名）   ８０．７７％ 
ご来客  ０名 
１/２６ＭＵ後の出席率  ７６．００％ 

 稲掛 英男会員     田中  守会員 
BOXへ 中川 俊夫、中野 孝治 

【 】 小計 24,000円 今年度累計 416,000円 

目標額 761,600円 達成率 55％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

   

  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 
 

参加予定者 万殿、森、末永、德田、上原の各会員 

BOXへ 児嶋 雄二、田中  守、稲掛 英男 

中川 俊夫、髙橋 英明 

 

林  良訓 

・田中様、稲掛様のベテランのスピーチ 

 聞かせて下さい。 

 

万殿 慎二 

・田中会員、稲掛会員のスピーチ楽しみ

 です。 

吉田  修 ・田中さん、稲掛さんお話し楽しみに。 

稲掛 英男 ・本日スピーチさせて頂きます。 

 

髙橋 英明 

・田中さん、稲掛さんのお話し楽しみ

 にしてます。 

 

井上 正佳 

・田中会員、稲掛会員スピーチ楽しみ

 にしています。 

 

末永  寛 

・ボッチャの大会、参加の皆様ご苦労様

 でした。 

森  正廣 ・ボッチャ初体験。 

 

山本 拓生 

・森さん、炉辺お世話になりました。 

 よく飲みました。 

出射 靖生 ・トルコ、シニアの被害者の皆さんへ。 

谷口 泰義 ・田中様、稲掛様のスピーチ期待して。 

 

中野 孝治 

・田中会員、稲掛会員のスピーチを楽し

 みにしています。 

 

王   杲 

・田中先生、稲掛先生のスピーチを楽し

 みです。 

万殿 慎二 ・「パラスポーツ大会」楽しみました。 

井上 正佳 ・先週のボッチャ、大変楽しかったです。 

 

山本 拓生 

・パラスポーツ大会成功だったのでは？ 

 ボッチャ、意外と楽しかったです。 

 

出射 靖生 

・コロナ感染も少しおちついてきました

 ね。ただXBB1-5が気になります。 

 

森  正廣 

・JR西日本、マスク使用のアナウンスが

 なくなりました。 

 

吉田  修 

・♪～春は名のみのー～まさに、歌詞の

 とおりまだ、寒いですね。 

上原 従正 ・田中、稲掛会員のスピーチを楽しみに。 

谷口 泰義 ・炉辺会合「いいむら」美味しかった。 

 

万殿 慎二 

・森さん、炉辺会合ありがとうござい

 ます。 

出射 靖生 ・寒さも少し和らいできました。 

 

吉田  修 

・キレイさん、今日もお見えになりま

 せんね。 

 

内山 正元 

・「ルフィ」は、ワンピースの主人公の

 名前だそうです。 

「会員スピーチ」         



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  

2/22 

京都 

-老･壮･青 会員スピーチ-          〇 
「歩く楽しさ、走る楽しさ」 老：  米田  豊彦様 
「関西ってどこですか？」 壮： 中川 久公様 
「仕事を取り巻く環境」   青： 上原 晋作様 

（水） 京都西北 「休会」                      × 

 京都北東 「社会奉仕事業第2回現地視察」       ▲ 
国際奉仕委員長 石田  徹様 

 京都嵯峨野 「記念例会リハーサル」             〇 

 京都朱雀 「情報集会の報告」            要連絡 

2/23 京都南  12：15 「祝日休会」 

（木） 京都北 「祝日休会」 

    京都洛北 「祝日休会」 

 京都洛東 「祝日休会」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「祝日休会」 

 京都さくら 
18：30 

「祝日休会」 

 「祝日休会」 

 京都乙訓 「祝日休会」 

2/17 
京都東 

「ロータリークラブ会長の使命をうけて」  
 ㈱招福楼主人（四代目）代表取締役 
      東近江R.C.会員  中村 成実様 〇 

（金） 京都伏見 「50周年オークション例会」 
会員 小牧 弘善様、小畑 隆正様 

 京都洛西 「お金の話」 日銀京都支店長 勝浦大達様〇 

 
京都紫竹 

「セルフメディケーションと薬―知って納得、薬
のひみつ－」 京都部薬剤師会 理事・京都市  
 学校薬剤師会 会長 三上 由美様 要連絡 

2/20 
京都西 

「総合支援学校 職業学科の紹介～働くことを
目指した取組～」京都市立鳴滝総合支援学校   
       進路指導主事      菊池 里香 様 〇 

（月） 京都紫野 第2100回記念例会の為、夜間例会      × 

 
京都中 

「こだわり食品の製造の限界と」小川食品工業  
 ㈱代表取締役社長 京都乙訓RC会員  
                  小川 修司様 〇 

 京都平安 18：30 ※次回例会は2月27日（月）となります。 

2/21 京都東山 2月21日(火)より京都マラソン例会につき、例会   
  日時変更    ビジター受付は21日（火） 

（火） 京都西南 新入会員スピーチ「自己紹介 就職支援に 
 ついて」          杉本 直人会員 × 

 京都洛中 「ロータリー情報研修会」ロータリー情報・規定
審議委員長 小﨑雅也様、各同好会代表者〇 

 京都洛南 「休会」                       〇 


