
ガバナー事務所

国際ロータリー第2650地区
2021－22年度

◆ 本会議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・会　員 10,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ご家族   7,000円
◆ 歓迎晩餐会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,000円

◆ 新会員セミナー・・・・・・・・・・・・・・・・  3,000円
◆ 青少年奉仕フォーラム・・・・・・・  3,000円
◆ エクスカーション・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
（昼食代を含む）

（本会議家族登録料を含む）

（昼食代を含む）

〔ご注意〕 「本会議」にご登録いただかないと他の行事にはご参加いただけません。
  登録はご在籍のクラブ事務局にお申し込み下さい。

〒600-8216 京都市下京区東塩小路町614　新京都センタービル5階520号室
TEL：075-371-2650　FAX：075-343-2651
E-mail chikutaikai2122@rid2650.gr.jp

交通のご案内
［ 電 車 ］ 関西国際空港から京都駅まで75分。地下鉄烏丸線京都駅より20分。
 「国際会館駅」下車、徒歩5分。地下鉄出入口④-2（7:00A.M.～10:30P.M.）をご利用ください。
 7:00A.M.～10:30P.M.以外は③出口をご利用ください。

［   車   ］ 京都駅からタクシーで平常時30分。大阪国際空港からタクシーで1時間30分。
 名神高速道路京都南 I.C.から平常時45分。京都東 I.C.から平常時35分。
 お車でお越しのお客さまは、道路標識“国立京都国際会館”を目印にお越しください。

〒606-0001京都市左京区宝ヶ池
TEL.075-705-1234　FAX.075-705-1100
U R L : https://www.icckyoto.or.jp/
e-mail : ask@icckyoto.or.jp

ザ・プリンス  京都宝ヶ池
〒606-8505 京都市左京区宝ヶ池
TEL.075-712-1111　FAX.075-712-7677
URL : https://www.princehotels.co.jp/kyoto/

国立京都国際会館

ニューホール

イベントホール

アネックスホール

地下鉄出口
④-2

地下鉄出口
③

ザ・プリンス  京都宝ヶ池

会場マップ

地区大会登録料

「佐野藤右衛門邸」　
京都西RC 森芳昭会員 撮影

RI第2650地区  2021－22年度

2022年4月2日（土）・3日（日）
国立京都国際会館（京都・宝ケ池）

ザ・プリンス 京都宝ヶ池

地区大会

地区大会ホストクラブ
 京都西ロータリークラブ



国際ロータリー第2650地区
ガバナー 馬場 益弘

地区大会実行委員長

宮本 研二

　親愛なるロータリアンの皆様
　平素はロータリー活動に格別のご理解並びにご支援、ご尽力を賜りまして誠にあり
がとうございます。
　春本番を迎える京都にて、再び国際ロータリー第2650地区「地区大会」が開催でき
ますことを心から嬉しく感じております。
　コロナ禍の影響により、2年にわたり地区大会は規模を縮小しての開催となりました
が、新型コロナウイルス感染症もひとまず収束の方向に向かい、この状況が続くことに
期待を寄せ、徹底した感染防止対策を講じて開催する計画です。
　シェカール・メータ国際ロータリー会長は本年度のテーマとして「奉仕しよう　みん
なの人生を豊かにするために」を掲げられ会員増強への取り組み、「ロータリー奉仕

デー」の実施、など具体的な指針を示されました。
　当地区では「活力と輝き」―ロータリーの基本を大切に―をスローガンとして、多岐にわたる奉仕活動に積極的にお取
組みいただき、各クラブの皆様には大変感謝申し上げます。
　本年度の地区大会は、スローガンに沿った「明るく、楽しく、前向きに」をテーマとして数々のプログラムを企画いたしました。
　元RI理事 千玄室氏をお迎えしての「歓迎晩餐会」に始まり、本会議記念プログラムは、文化庁長官 都倉俊一氏を招き、
2022年度中に予定されている文化庁・京都移転の意義をご講演いただきます。
　今後のロータリー活動において、私たち地域の優れた文化資源を活用し、観光復興や地域創生の拡充に繋がる機運に
なれば幸いです。
　「明るく、楽しく、前向きに」活力と輝きのあるロータリーライフを創造しましょう。地区大会で皆様にお会いできますこ
とを楽しみに致しております。

　令和になり心待ちの地
区大会が、春暖の４月国立
京都国際会館において開
催されるにあたり、第2650
地区の福井・滋賀・奈良・京
都のロータリアンの皆様を
心より歓迎申し上げます。

　新型コロナウイルス感染拡大が私たちの社会生活・経済
活動のみならずロータリークラブの活動にも大きな影響を
与え、幾多のご苦労を重ねられたことと存じます。
　しかし、ここに皆様の熱い志が実を結び、地区大会を開
催できる喜びをかみしめ、友情を分かち合う大会となりま
すよう努めてまいりました。ウイズコロナ・ポストコロナにあ
たり、「何が出来なくて、何が出来るのか、何をやらねばな
らないのか。」ひとりひとりが自分の胸に問いかけ、明日に
繋がる地区大会となりますよう切に願っております。
　結びに、皆様のロータリークラブの今後ますますのご発
展と、皆様のご健勝ご多幸を心よりお祈りしてご挨拶とさ
せていただきます。

4月3日（日）11：00～13：00

国立京都国際会館  Room157
呈茶席（裏千家のご厚意による）

4月2日（土）1日目
国立京都国際会館

4月3日（日）2日目

RoomA

プリンスホール

RoomA

メインホール

イベントホール、ニューホール

14：00～15：45
会長・幹事・地区委員長会議

歓迎晩餐会

新会員セミナー

大会本会議

17：00～19：00

10：00～12：00 さくら

青少年奉仕フォーラム
10：00～

12：45～15：00 〈受付11：00～〉

大懇親会
15：30～17：00

ザ・プリンス  京都宝ヶ池

国立京都国際会館

※国際会館12：00発（予定）の送迎バスをご用意します。
※昼食のご用意はございません。
※観覧席は、席数に限りがあります。
　遠方のロータリークラブの方を優先させていただきますので
　ご了承ください。

京都西ロータリークラブ会長

田中 秀幸
　私たちが経験したことのないコロ
ナ禍の中、2021-22年度の第2650地
区の地区大会が開催されることは
大変に嬉しく、またホストクラブに
選任されましたことは誠に光栄なこ
とと感謝いたします。
　京都西ロータリークラブ会員一同

は、桜咲く京都にお越しになられた皆様を心より歓迎いたします。
　本年度、馬場益弘ガバナーのテーマ「活力と輝き」は現在の私た
ちが目指すべき所を示されています。
　そして当クラブのテーマは「新たな時代へ ～ ロータリーのつな
がりと共に」としました。
　活力のある次の時代を目指し、つながりを持って難局を乗り越え、
すすんでゆく輝かしい姿こそがロータリアンの持つ力だと考えます。
　本年度の地区大会が会員の皆様方の活力となり、この先の新た
な時代へ進んでゆく希望となれば幸いでございます。
　実りある地区大会開催に向け、京都西ロータリークラブ一丸と
なって取り組んでまいります。皆様方こぞってのご参加を心よりお
待ち申し上げます。

地区スローガン

スケジュール 4月3日（日） エクスカーション

関連行事

宮川町「京おどり」

特別講話 元国際ロータリー理事 千 玄室氏
【プロフィール】
大正12年京都府生。同志社大学法学
部経済学科卒業。ハワイ大学修学。韓
国中央大學校大学院博士課程修了。
文学博士。昭和39年千利休居士15代
家元を継承。裏千家今日庵庵主として
宗室を襲名。平成14年嫡男に家元を譲
座し、千 玄室に改名。

「一盌からピースフルネスを」の理念を提唱し、国際的な視野で茶道
文化の浸透と世界平和を願い、各国を歴訪。
現在の主な役職に外務省参与、ユネスコ親善大使、日本･国連親善大
使（外務省）、日本国 観光親善大使（国土交通省）、公益財団法人日
本国際連合協会会長、公益社団法人日本馬術連盟会長、在京都ペ
ルー共和国名誉領事、京都大学大学院特任教授、ハワイ大学教授。
国内外で名誉博士号を多数受けている。
紫綬褒章、藍綬褒章、文化功労者国家顕彰、勲二等旭日重光章、文
化勲章、レジオン・ドヌール勲章コマンドゥール（仏）、大功労十字章
（独）、聖マウリツィオ・ラザロ騎士団最高位大十字騎士勲章＜ナイト
の称号を受ける＞（伊）、独立勲章第一級（UAE）等受章。小松市名
誉市民、京都市名誉市民。ホノルル名誉市民『Key to the City』など
海外でも多くの名誉市民を受けている。

【ロータリー歴】

※諸般の事情により、予告なくプログラムや会場を変更することがあります。予めご了承ください。　　　　　
※本大会におきましては、京都府及び国立京都国際会館の新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインに基づき各種対策や取り組みを
　実施致します。ご来場の際には皆様のご協力をお願い申し上げます。　　　　　　　

【会場】  京都府立文化芸術会館
Kyoto Prefectural Center for Arts and Culture

特別講話 ：元RI理事 千 玄室氏
記念講演：文化庁長官 都倉 俊一氏

1954年 京都南ロータリークラブ創設に付き、
 チャーターメンバーとして入会
 （現在: 京都南RC名誉会員）
1955年～1964年 幹事、会計、副会長、各委員歴任
 365地区国際関係委員長
1965年7月 京都ロータリークラブへ移籍（職業分類 茶道）
1972年～1973年 京都ロータリークラブ会長
1975年～1976年 国際ロータリー第2650地区ガバナー
1975年～1981年 ロータリー日韓親善委員長
1978年～1979年 RI研修リーダー（1982年以降4回）
1980年～1987年 日韓交流委員会日本委員長
1983年～1985年 国際ロータリー会長諮問委員
1985年～1986年 RIアジア大会 副委員長（於 タイ国バンコク）
1986年～1987年 RI広報委員会 委員
 RIポリオ撲滅委員会 委員
1988年～1990年 国際ロータリー理事
1992年～1996年 ポリオ撲滅委員会 国内委員長
1998年～2002年 ロータリー財団管理委員（トラスティ）
2002年～2004年 ポリオ撲滅キャンペーン委員（日本国内委員長）
2002年～2004年 2004年国際大会（於 関西）RI委員長
2005年 R100周年で、国際ロータリー栄誉賞授賞
2010年～2012年 公益財団法人ロータリー日本財団会長
2012年～現在 公益財団法人ロータリー日本財団理事長
2021年 日本のロータリー100周年を祝う会 委員長


