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「ロータリーは世界をつなぐ」 

RI会長 マーク・ダニエル・マローニー 
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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

1２-1月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 １２月 ５日（木） 年次総会 理事役員会 
 １２月１７日－２２日 障がい者アートの感動と力をみんなへ 
  30周年記念事業 「心の絵」展  ｷﾞｬﾘｴ ﾔﾏｼﾀ 
  11：00～14：30、14：30～18：00 
 １２月２１日（土）  クリスマス家族例会 １９日例会日時変更 
  17：30受付 18：00 
 １２月２６日（木）  「休会」 
  １月 ２日（木） 「休会」 
  １月 ９日（木） 現次年度理事役員会 
  １月１６日（木）  創立３０周年実行委員会 

  

   

 

 

◆地区行事 

 １２月 ８日（日） 米山学友「年末交流会」 受付17：30 

 18：00～21：00 ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都 

 （ロイ君、井上幹事） 

 １２月１０日（火） ロータリーほろにが会 18：00～ 

 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 京都伏見RC 

  １月１９日（日） 第２回青少年奉仕担当者会議 

 京都経済ｾﾝﾀｰ7F会議室 13：00～15：45 

  １月２５日（土） 地区ロータリー財団補助金管理セミナー 

 立命館大学 朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：30～16：00 

  

 

会長テーマ 

「 長命寺港 」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

国歌斉唱 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

友愛の握手 

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 

 「年次総会」 

 

 閉会点鐘    13：30   

 ２０１９年１２月５日（木）  第１４２２回例会  Vol.３０－２０ 

 
京都西RC主催「伝統文化ふれあい交流会」のご案内 

 

国際奉仕活動の一環として、京都外国語大学、光華 

女子学園、京都文化日本語学校等の各国留学生達と

光華小学生をはじめとする近隣地域の皆様との交流・

親睦を深めることを目的として開催しております。当日

は、「和菓子作り」「書き初め」「戦国武将体験」「餅つ

き」等の体験と併せて、その場で、つきたてのお餅を

「料亭のお雑煮」などで召し上って頂きます。 

 

日  時  ２０２０年１月２６日（日） １０：００～１３：００ 

場  所  京都外国語大学内１２号館リブレ 

参 加 費   無 料 

共  催  光華女子学園 

後  援  京都市、京都市教育委員会 

例会プログラム 

１．本日は年次総会です。例会終了後、理事役員会が
 開催されます。 
２．次週の例会は第２回クラブ協議会を行います。 
 会計、SAAおよび理事各位におかれましては上半期
 の締め括り報告をお願いいたします。 
  ご欠席の場合は事前に幹事にご一報ください。 

１２/１９（木）の例会は「クリスマス家族例会」 

開催のため、２１日（土）に例会日時変更になり 

ます。１２/２６、１/２の例会は「休会」です。 

 

創立３０周年記念事業 

障がい者アートの感動と力をみんなへ 

「心の絵」展のご案内 

 

場所  ギャリエ ヤマシタ 

 中京区寺町通り三条上ル天性寺前寺町537 

 

期間  １２月１７日（火）～２２日（日） 

 

時間割 １１：００～１４：３０ 

    １４：３０～１８：００ 

 

※例会場において、当番表を用意しています。 

 ご協力よろしくお願いします。 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
１２月１２日（木）京都イブニングＲＣ 
（17：00-18：00、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 
１２月１３日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都） 
１２月１９日（木）京都南ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙＨ京都にて） 
１２月１９日（木）京都モーニングＲＣ 
（7：00-8：00、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
１２月２６日（木）京都モーニングＲＣ 
（7：00-8：00、京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗにて） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
１２月１１日（水）京都西北ＲＣ 
１２月１４日（土）京都乙訓ＲＣ 
１２月１８日（水）京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
１２月１９日（木）京都北ＲＣ、京都洛北ＲＣ 
１２月２０日（金）京都東ＲＣ、京都洛西ＲＣ 
    京都紫竹ＲＣ 
１２月２３日（月）京都中ＲＣ 
１２月２４日（火）京都洛南ＲＣ 
１２月２５日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
１２月２６日（木）京都北ＲＣ、京都イブニングＲＣ 
１２月２７日（金）京都東ＲＣ、京都伏見ＲＣ 
    京都洛西ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 
  ＊以上、ビジター受付はありません。 

 

クリスマス家族例会のご案内 
 

日時： ２０１９年１２月２１日（土）  

     １７：３０受付、１８：００より 

場所： ザ・サウザンド キョウト 

会費： 会員 １０，０００円 

  ご家族 ８，０００円 

 

今回は、ジャズの奥村ミサホトリオ 

お迎えし、ゴージャスなクリスマス 

の夜を楽しんで頂きます！ 



１２月１２日（木） 
 

クラブ・デー 
「第２回クラブ協議会」 上半期締め括り 
 

2020学年度奨学金申し込み状況 

 

 2020 学年度のロータリー米山記念奨学金には

指定校 558 校から 1,402 人が推薦されました。

被推薦者の国籍・地域 は、中国 53.1％、ベト

ナム 10.8％、韓国 8.5％、台湾 3.6％、次いで

マレーシア、インドネシア、ネパールの順と

なっています。 課程別の応募状況は、博士課程

21.5％ 修士課程 36.2％、学部課 程 40.0％

と、昨年度に続いて学部課 程が、従来の傾向で

は最も多かった修士課程 を上回っています。 

大学以外の教育機関を対象とする「地区奨励奨

学金」には、7 地区 14 校から計 33 人の応募が

ありました。 

「澤田ユカ•戸田秀行duo」 

【ニコニコ箱】 小計 18,000円 今年度累計 621,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 48％ 

 

井上 正佳 

・ユカちゃん、戸田さんよろしくお願い

 いたします。  

 

髙橋 英明 

・澤田さん、戸田さん 本日はよろしく 

 お願いします。 

BOXへ 田中  守 

 

吉田  修 

・澤田ユカ様、戸田秀行様ようこそ！ 

 楽しみです。 

内山 正元 ・久しぶりのコンサートが楽しみに。 

稲掛 英男 ・澤田さん、戸田さんの音楽楽しみに。 

出射 靖生 ・久し振りのミニコンサート楽しみです。 

【 】 小計 4,000円  今年度累計  39,000円 
目標額 66,000円 達成率 59％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 3,000円   今年度累計 100,000円 
目標額 400,000円 達成率 25％ 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、吉田  修 

井上 正佳 

山本 拓生 ・瀬田さん炉辺お世話になります。 

林  良訓 ・堀川のいちょうがきれいですよ。 

太田 勝彦 ・車、当てられてしまいました。 

 

森  正廣 

・高尾山、昇仙峡、長瀞舟下りと紅葉を

 楽しんできました。 

 

児嶋 雄二 

・明治天皇陵１０時におこしになり７０年

 ぶりに日の丸をふって来ました。 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 394,000円 
目標額 792,000円 達成率 50％ 1人当たり24,000円以上 

 

 

藤井文治郎 

・タッセルホテルとｍｏｎ（モン）ホテル

 オープンしました。ブッキンクコムを

 見て下さい。 

BOXへ 吉田  修 

菱田 匡樹 ・澤田様、戸田様のスピーチ楽しみに。 

安田  勝 ・寒くなってきました、皆様ご自愛を。 

上原 従正 ・ポリオ撲滅を願って。 

【 】小計 12,000円 今年度累計 325,000円 

目標額 726,000,円 達成率 45％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

吉田  修 ・も早、上半期のしめくくりですね。 

髙橋 英明 ・本日炉辺会お世話になります。 

 

山本 拓生 

・軽井沢に行ってきました。おしゃれ

 でしたが、１回行ったら満足ですね。 

 

德田 正彦 

・先日は谷口、森様、旅行に大変お世話

 様でした。 

 

出射 靖生 

・寒くなって来ました、インフルエンザ

 御用心。 

 

森  正廣 

・石和温泉、伊香保温泉、温泉三昧 

 ゆったり旅行。 

 

末永  寛 

・先日、５０年ぶりの剣道の試合に出

 ました。最年長でした。 

BOXへ 髙橋 英明 

１１月２８日（木）例会     
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２５名（６名）  ８３．３３％ 
ご来客  ２名 
１１/１４ＭＵ後の出席率  ９０．００％ 

 

谷口 泰義 

・森様、德田様、松村様 

 お世話になり有難うございました。 

BOXへ 井上 正佳、田中  守、太田 勝彦 

稲掛 英男 

林  良訓 ・お久しぶりです。 

王   杲 ・タイ旅行は楽しかったです。 

ヴォーカリスト 

澤田 ユカ様 
  ギタリスト  

戸田 秀行様 

１２月は疫病予防と治療月間 



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 

12/6 
京都東 

「 人生いろいろ、医師もいろいろ、弁護士も 
いろいろ病院再生事業に携わって 」 

会員 岡田 勢聿様 

（金） 京都伏見 ～新会員スピーチ～  
佐藤 伸二 会員・中山  誠 会員 

 京都洛西 「あなたの知らない和紙の世界」 
㈱杉原 商店 社長 杉原 吉直様 

 京都紫竹 第３回クラブ協議会 「上半期進捗状況の検討
と後半のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討」 

12/9 
京都西 

「ロータリーの国際交流・国際奉仕」 
RI第2650地区国際交流委員  
京都南RC会員      木下 公一 様 

（月） 京都紫野 「来年の干支について」 山口 琢也会員 

 京都中 「香港情勢」香港湾仔ロータリークラブ  
中島  努様 

 
京都平安 18：30 

「海外友好クラブとのSNS、テレビ会議を 
利用した相互理解の進め方」 

京都平安ＲＣ 土井大信会長  

12/10 

京都東山 

クラブフォーラム（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 
「グローバル補助金事業内容説明」担当 
会長ｴﾚｸﾄ・国際奉仕委員長 本田修造会員
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長   福留 幸一会員 

（火） 

京都西南 

「京都における不動産・建築の動向につい
て」～ハウスメーカーの視点で見る京都の不
動産・建築市況について～ 積水ハウス㈱ 
 京滋奈シャーメゾン支店長 小谷  勲様 

 京都洛中 「SDGsは百年の計？！」 
㈱電通 京都支社 升田 陽子様 

 京都洛南 「わたしたちの市税」京都市行財政局税制課 
 税制課長  藤原 啓吾様 

12/11 京都 「四季と茶碗」千家十職土風炉・焼物師 
 永樂 善五郎様 

（水） 京都西北 「京都西北ＲＣとの合同例会及び忘年家族
会」開催の為、例会日時・場所臨時変更 
＊ビジター受付はございません。 

 京都北東 「クラブデー」 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 「RLIについて」RLI委員 横江 孚彦様 

12/12 

 
京都南 

「ミニコンサート」 バイオリニスト  
小柴 恵子様、ピアニスト 山口 優子様 
声楽 中井美内子様 

（木） 京都北 -新入会員スピーチ-｢自己紹介｣ 
会員 角田 龍平様 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「スーパーサズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員スピーチ」    松井 道宣会員 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「年忘れ家族親睦会」→14日（土） 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら 「年次総会」 

 京都乙訓 「年忘れ家族親睦会」 
＊ビジター受付はございません。 

2019-2020年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 髙橋 英明 

副会長 （役員） 山本 拓生 

会長エレクト （役員） 万殿 慎二 

直前会長 （役員） 内田 勝彦 

幹事 （役員） 井上 正佳 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 吉田  修 

親睦 （理事） 上原 従正 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  太田 勝彦 

ニコニコ  稲掛 英男 

ソング  吉田  修 

出席  谷口 泰義 

炉辺・川クラブ 内山 正元 

職業奉仕 （理事） 中川 俊夫

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 末永  寛 

青少年奉仕 （理事） 森  正廣 

国際奉仕 （理事） 王   杲 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 児嶋 雄二 

広報 （理事） 菱田 匡樹 

会員増強   山本 拓生 

戦略計画   万殿 慎二 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議  内田 勝彦 

副幹事   林  良訓 

   菱田 匡樹 

副会計   千田  適 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   上山 泰弘 

   織田 鉄也 

 

 
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/ 


