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「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 

  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 
  ３月１６日（木） 通常例会 
  ３月２３日（木） 通常例会 クラブ・デー ※例会場は「千の間」に変更になります。 
  

◆地区行事  

  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） 

  ３月１４日（火） ロータリーほろにが会 18：00～  ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH 京都さくらRC 

  ３月１８日（土） 会長エレクト研修セミナー                   （王会員） 

  12：30受付 13：00～19：00 ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ京都 

  ３月１８日（土） 京都洛東RC創立３５周年記念式典 18：00～ ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都 

 

 

京都市西総合支援学校 

 小学部５年生 

   吉川 侑汰さん 

Vol.３３-２８  第１５１９回例会 



 ２０２３年３月２日（木）  第１５１９回例会  Vol.３３－２８ 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会が開催され

 ます。 

２．２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参加されました。 

３．２月２３日（祝） 国際奉仕セミナーが開催され 

 井上会長がオンライン参加されました。 

４．２月２６日（日） 第１６回桂川流域クリーン

 大作戦が開催されました。 

５．３月４日（土）京都嵯峨野RC創立３０周年記念

 式典・祝宴が開催され、会長・幹事が出席いたし

 ます。 

６．３月４日（土）京都リサーチパークにおいて、

 会員増強アクション会議が開催され、太田勝彦会員

 が出席されます。 

７．３月６日（月）リーガロイヤルホテル京都において

 京都西RC創立６５周年記念例会・祝宴が開催され  

 会長、幹事、德田会員、万殿会員が出席いたしま

 す。 

８．次週の例会（３月９日）は休会です。 

９．３月２３日、３０日の例会場は「千の間」に変更

 になります。 

例会プログラム 

 

次週の例会（３/９）は休会です 

 

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 

 「『電気火災』について」 

     京都市西京消防署長  

           村 経樹様  

閉会点鐘    13：30   

 

 村 経樹
よしむら  つねき

 様 
 

１９９２年４月 京都市消防局 入局 
２０２２年４月 京都市西京消防署長 

◆京都伏見RC創立50周年 

  記念例会・式典・祝宴およびチャリティー公演 
 

京都伏見RCは、４月に創立50周年をお迎えになりま
す。第一部として一般の方にも参加いただけるチャリ
ティー公演を、第二部に記念例会・祝宴を開催されま
す。参加ご希望の方は、3月10日（金）までに当事務
局までお申し出ください。なお、チャリティー公演は
先着順となっております。 
 
 日 時 2023年４月３０日（日） 

  場 所 ホテルグランヴィア京都 
 

 第一部 チャリティー公演（一般参加可） 
 時 間 13：00～15：15 
 参加費 6,000円 
 

いけばな専慶流第17代家元西阪専慶京都伏見RC会
員による実演 狂言 大蔵流狂言師 茂山逸平氏に
よる『宗論』 歌舞伎俳優 片岡愛之助氏による舞
台上での歌舞伎の拵え （インタビュー 茂山逸平
氏）から、 片岡愛之助氏と花柳流舞踊家 花柳双
子氏の豪華共演による連獅子。 

 

 第二部 記念例会、式典及び祝宴 
 例 会 16:00～ 
 祝 宴 18:00～  
 登録料 20,000 円 

 

トルコ地震災害救援基金への寄付方法のご連絡 
 

トルコ地震災害支援基金につきまして、地区内の複数の
クラブ様から「救援基金についての対応」などについて
お問い合わせをいただきました。周囲の状況を鑑み現段階
での対応として、国際ロータリー財団が設置した「災害救
援基金」の窓口をご活用頂きたくお知らせ致します。 
また、今回の地震は、その復旧にはおそらく数十年単位
を要すると考えられます。従って国際ロータリーとして
の今後の取り組み方も議論され決定されると存じます
ので、今後適宜情報としてお知らせして参ります。 
 

【国際ロータリー財団からのお知らせ】 
ロータリー財団管理委員会は、現時点から3月31日ま
でに災害救援基金（一般）に寄せられたすべての寄付
を、トルコ・シリア地震災害支援プロジェクトに使用
することを決定しました。 
 

【ご寄付先の方法】 
◆オンライン寄付（クレジットカード決済）はこちら
 https://my.rotary.org/ja/donate 
 ご希望の支援先を選択してください。 
 トルコ・シリア災害救援基金 
 パキスタン洪水救援基金 
 ウクライナ救援基金 
 

◆銀行振込によるご寄付：寄付送金明細書はこちら
 https://my.rotary.org/ja/document/piif-
 contribution-form-rotarians-clubs 



３月１６日（木）  
 「人権文化の構築を目指して」 
   京都市文化市民局 共生社会推進室             
        人権文化推進課長 水野 正宏様 

【 】 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   

３月は水と衛生月間 

２月１６日（木） 
会員  ２７名（内出席免除５名）  
出席者 １９名（４名）   ７３．０８％ 
ご来客  １名 
２/２ＭＵ後の出席率  ８８．４６％ 

末永  寛会員 

【 】 小計 10,000円 今年度累計 535,000円 

目標額 672,000円 達成率 80％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 中川 俊夫、稲掛 英男、上山 泰弘 

三田 昌資 

吉田  修 ・キレイさん、久しぶり～ 

井上 正佳 ・京都マラソン盛り上げましょう。 

 

末永  寛 

・昨日、安田さん、鎌野さんに会いまし

 たが、大変元気にしておられました。 

クラブ・デー「クラブ討論会」 
  「パラスポーツ大会の報告」 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円 今年度累計 896,700円 
目標額 1,300,000円 達成率 69％ 

 

井上 正佳 

・劉キレイさん、次回例会が最後ですネ。

 さびしいです。 

BOXへ 上山 泰弘、中川 俊夫 

王   杲 ・末永さんのスピーチ楽しみです。 

瀬田 保二 ・急に寒くなりました。御自愛下さい。 

稲掛 英男 ・クラブデー、末永さんよろしく。 

内山 正元 ・トルコ地震に支援しましょう。 

吉田  修 ・2/19の創業記念日に寄せて。 

森  正廣 ・京都駅は雪に弱いのか！ 

 

谷口 泰義 

・２月ほろにが会出席ごくろうさんで

 した。 

上原 従正 ・ウクライナに平和を。 

【 】 小計 20,000円 今年度累計 436,000円 

目標額 761,600円 達成率 57％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

瀬田 保二 ・末永会員のスピーチ楽しみに。 

 

井上 正佳 

・末永会員、ボッチャの報告楽しみに

 しています。 

 

吉田  修 

・ボッチャってどんなもの？ 

 末永さんのお話し楽しみに。 

王   杲 ・初めてのスキーで転けてケガしました。 

上原 従正 ・トルコ、シリア地震 お見舞します。 

 

末永  寛 

・上原さん、昨日はありがとうござい

 ました。 

菱田 匤樹 ・クラブデー宜しくお願いします。 

BOXへ 稲掛 英男、上山 泰弘、児嶋 雄二 

三田 昌資、山本 拓生 

２月会員誕生日お祝い 

瀬田会員と稲掛会員 
２月創業記念日お祝い 

吉田会員 

米山功労者表彰 

王会員、井上会長、内山会員 

米山奨学生 希玲さん 

奨学金の贈呈 
 

希玲さんは３月４日に

中国に帰国されること

になりました。 

 

◆京都西ＲＣ 創立65周年記念例会・祝宴 
 

  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 

  参加者 井上、万殿、髙橋、德田の各会員 
 

◆京都西南ＲＣ 創立50周年記念例会・式典・祝宴 
 

  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 

  参加者 林、出射、井上、児嶋、末永、髙橋 
  谷口、内田、内山、上原、王、山本 
  吉田の各会員 



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  

3/8 京都 「100年のロータリー」              〇 
R.I.元理事、京都R.C.会員     千    玄室様 

（水） 京都西北 「未定」 

 京都北東 「クラブデー」                   ▲ 

 京都嵯峨野 ＜創立30周年記念例会・祝宴の為、例会変更＞       
                           × 

 
京都朱雀 

職業奉仕フォーラム「職業を通じて社会との 
関わり」 有限会社中村ローソク 和蝋燭職人 

 田川 広一様 要連絡 

3/9 
京都南  12：15 

「あの大谷が、何故関西一位の人気校に！？」  
 大谷中学高等学校 副校長 兼  
    入試広報センター長 梅垣 道行様 〇 

（木） 京都北 ｢御縁と御庭｣ 御庭植治㈱ 代表取締役 
         京都RC会員 小川 勝章様 〇 

    京都洛北 「クラブデー」                    〇 

 京都洛東 「創立35周年準備説明会」        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 

新入会員スピーチ 「自己紹介」    要連絡 
細井 和博会員、近藤 雅浩会員 

  ｢地区職業奉仕講演会報告｣           〇 
職業奉仕委員長 伊東 一壽様 

 京都乙訓 「休会」                       × 

3/3 
京都東 

-水と衛生月間スピーチ- 「 大津と八幡 水の  
 ご縁 」㈱やわた走井餅老舗11代目 
                  井口 香苗様 〇 

（金） 京都伏見 ～50周年記念スピーチ～ 「日本舞踊の愉し 
 み方」    日本舞踊家 花柳 双子さん 〇 

 

京都洛西 

「〜社会を虹色に変えていく〜事業、ライフ〜ト
ランスジェンダーの元夫とまた新たな絆」 
 ㈱クリエイティブオフィスウィル 代表取締役               
               今西 博子様 要連絡 

 京都紫竹 「第４回クラブ協議会（ＩＭに向けて）」 要連絡 

3/6 京都西 創立65周年記念例会の為、例会時間変更 × 

（月） 京都紫野  「表現者とともに、未来の市場を切り開く」  〇       
㈱Casie 取締役共同創業者 清水 宏輔様 

 京都中 会員スピーチ「親も知らない親知らずの話」 
                   河瀨  敦様 〇 

 京都平安 18：30 「撮影の舞台裏」監督 森本 浩史様 要連絡 

3/7 京都東山 クラブデー「新会員スピーチ」久富  哲様 〇 

（火） 京都西南 クラブデー                        〇 

 京都洛中 「つなぎ重ねる今焼 長樂窯の技と心」     〇 
陶芸家 次期四代小川長樂 小川 裕嗣様 

 京都洛南 「未定」 


