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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 

1-２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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 
  １月１７日（金） 創立３０周年実行委員会 試食会 18：30～ 
  １月２１日（火） 京都西南ＲＣとの合同例会  
   例会日・場所変更 ﾎﾃﾙ日航ﾌﾟﾘﾝｾｽ京都 
  １月２３日（木） ２１日（火）に変更 
  １月２５日（土） 「新年会および新入会員歓迎会」 
  18：00～ 六盛  
  ２月 ６日（木） 現次年度理事役員会 
  ２月１３日（木） 創立３０周年実行委員会 

 

   

 

 

◆地区行事 

  １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 （万殿、森、太田、三田、 

 髙橋、谷口、内田、王、山本の各会員） 

  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 

（万殿会員、千田会員、林の各会員） 

  １月２８日（火） ロータリーほろにが会幹事会 18：00～ 

 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都店         （万殿会員） 

  ２月 ９日（日） 第２回社会奉仕委員長会議 

 

 

 

会長テーマ 

「 仲良し 」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

国歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

今日の歌 「１月１日」 

友愛の握手 

ご来客のご紹介  

会長挨拶  

乾杯 

食事歓談 

幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告 

寄付金報告 

入会式 

スピーチ    13：00 

  「年男放談」  

  德田 正彦会員、森  正廣会員 

  千田  適会員、内田 勝彦会員 

閉会点鐘    13：30   

 ２０２０年１月９日（木）  第１４２５回例会  Vol.３０－２３ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催します。 
２．次週例会終了後、３０周年実行委員会が開催されます。 
３．地区大会の登録締め切りが１月１８日（土）となっ
 ております。多数のご参加よろしくお願いします。 

【ニコニコ箱】 小計 57,000円 今年度累計 729,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 56％ 

 

髙橋 英明 

・心の絵展をお手伝い頂いた会員の皆様 

 ありがとうございました。 

谷口 泰義 ・心の絵展ごくろうさんでした。 

万殿 慎二、内田 勝彦、藤井文治郎 

上原 従正、児嶋 雄二、三田 昌資 

吉田  修、田中  守、松尾 義平 

・メリークリスマス。 

稲掛 英男 ・メリーⅩマス。 

 

安田  勝 

・メリークリスマス 

 輝かしい新年を！ 

井上 正佳 ・クリスマス例会、楽しみです。 

内山 正元 ・Merry Christmas！！ 

末永  寛 ・ちょっと早いメリークリスマス。 

德田 正彦 ・Ｘマス例会楽しみです。 

 

瀬田 保二 

・メリークリスマス 

 良きお年をお迎え下さい。 

千田  適 ・１年間、お世話になりました。 

 

森  正廣 

・今年の忘年旅行は下呂温泉でした。岐阜

 城と白川郷をめぐりいにしえをしのぶ。 

【 】小計 21,000円 今年度累計 382,000円 

目標額 726,000円 達成率 53％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

髙橋 英明 ・メリークリスマス。 

内田 勝彦 ・心の絵展本日受付してきました。 

万殿 慎二 ・「心の絵」展皆様ご苦労様です。 

谷口 泰義 ・ミサホさんのコンサート楽しみに。 

 

吉田  修 

・すこしご無沙汰をいたしておりま 

 した。本日から戦列復帰です。 

BOXへ 田中  守、三田 昌資、稲掛 英男 

千田  適、井上 正佳 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 地区大会 
 

４月４日（土） 

14：00～16：00  会長・幹事・地区委員長会議 

17：00～20：00  RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

（グランドプリンスホテル京都）  

４月５日（日） 

  7：30～  8：30  RI会長代理ご夫妻を囲む朝食会 

（グランドプリンスホテル京都） 

10：00～12：00  新会員セミナー 

10：00～  青少年の集い 

13：00～15：40  大会本会議 

16：10～18：00  大懇親会 

（国立京都国際会館）  
 

 多数のご参加よろしくお願いいたします。 

（1/18〆切） 

◆２０２２～２３年度ガバナー決定 
２０１９年１２月９日付にて地区公示が行われましたが
公示期限の２０１９年１２月２２日までに地区内いずれ
のクラブからも対抗候補者の届け出がありませんでした
ので、地区ガバナー指名委員会が推薦した候補者近江八幡
ロータリークラブ尾賀康裕（おがやすひろ）会員がRI細則
12.030.10により当地区ガバナーに決定いたしました。 
 

◆新入会員のご紹介  
中野 孝治（なかの たかはる）君 
１９７３年５月１５日生 
職業分類 呉服小売 
勤務先 なかの孝㈱ 代表取締役 
    下京区和泉町５２７-１ 

推薦者 三田 昌資会員、王  杲会員 
 

◆例会変更・休会のお知らせ 
１月２３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） 
１月２４日（金）京都伏見ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて） 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 
１月１４日（火）京都洛南ＲＣ 
１月１５日（水）京都西北ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
１月１６日（木）京都洛西ＲＣ 
＊ビジター受付はございません。 



【 】 小計 2,000円  今年度累計  43,000円 
目標額 66,000円 達成率 65％ 1人当たり2,000円以上   

【 】 小計 10,000円   今年度累計 115,000円 
目標額 400,000円 達成率 29％ 

 

 

安田  勝 

・３０周年記念「心の絵」展はやさしい 

 光につつまれた至福の間でした。 

 関係の皆様に感謝、感謝。 

BOXへ 三田 昌資、吉田  修 

BOXへ 井上 正佳、田中  守、稲掛 英男 

三田 昌資、 

【 】 小計 22,000円 今年度累計 455,000円 
目標額 792,000円 達成率 57％ 1人当たり24,000円以上 

千田  適 ・メリークリスマス。 

１２月２１日（木）例会 「クリスマス家族例会」   
会員数 ３３名（内出席免除９名）  
出席者 ２６名（６名）  ８６．６７％ 
ご来賓 ７名、ご夫人 １５名、ロイ君 
１２/５ＭＵ後の出席率  ８６．６７％ 

 

クリスマス家族例会の報告 
 

日 時：２０１９年１２月２１日(土曜日)  

  １８時００～２０時３０分 
 

場 所：  ザ・サウザント キョウト 「花鳥」の間 
 

出席者：  会員２６名、ご夫人１５名（菱田穂波、鎌

野幸子、中川美智子、 

     太田昌代、三田由美子、千田満紀子、末永千津子、高橋友子、田中 

     喜美子、内田由美子、上山美絵、程 静、安田多津枝、吉田末

子、 上原栄子各ご夫人）、米山奨学生 ロイ君、松本先生、古畑さん。 
 

来 客：『心の絵』展へ出展された障がい者施設関係者各位(敬称略) 

    京都市西総合支援学校 校長 冨家直樹、副教頭 松宮ちづる。 

    天才アートKYOTO 理事長 角谷和好、理事 冨田千果子。 

    アトリエやっほう‼ リーダー支援員 中島愼也。 

    障害者支援施設 DO 主任 塩地弘喜、  

    経糸の会事務局長 DOのアーチストのお父様 杉村紳爾。 
 

例 会：18:00、開会点鐘で開会し、皆でロータリーソング「我等

 の生業」今日の歌「きよしこの夜」を合唱し、来客紹介

 の後、会長挨拶、幹事報告で例会は終了した。 

    18:30より『クリスマス家族会』を開会しシャンペンで

 乾杯の後、クリスマスメニューの食事に酒盃を重ね歓談

 し、奥村ミサホトリオのジャズやホップスの曲を聴きな

 がらクリスマスの雰囲気を楽しみ今年の思い出などを

 語り合った。また、その間、井上幹事より12月17～22日

まで30周年記念事業として開催している『心の絵』展の開催情報

などについて報告があり、来客の各支援施設の方々からスピーチ

を頂き、継続開催を要望された。楽しんでいた時間は早く進み 

 山本副会長の閉会挨拶、「手に手つないで」、「お正月」を合唱

し閉会し、シクラメンの花鉢のプレゼントを手に家路に着いた。

        親睦委員会長 上原従正 

１月は職業奉仕月間 

１月１６日（木）  
 

－米山奨学生スピーチ－ 
 

「コスタリカの紹介と自己紹介」   
カストロ アラヤ，ロイネル フランシスコ君 

「クリスマス家族例会」 

 

山本 拓生 

・万殿さん、先日はありがとうございま

 した。メリークリスマス。 

BOXへ 三田 昌資、髙橋 英明 

 

内田 勝彦 

・皆様本年もお世話になりました。 

 よいお年を！ 

吉田  修 ・ロイ君、ようこそ、いいクリスマスを！ 

菱田 匤樹 ・クリスマス例会宜しくお願いします。 

 

万殿 慎二 

・次年度役員の皆様、先日はありがとう 

 ございました。 

 

森  正廣 

・本年最終例会「心の絵」展は明日まで

 です。 



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 

1/10 京都東 「 歳男放談 」        会員 大河内由紀様 
室  公博様、仲田 吉儀様、高井 好信様 

（金） 京都伏見 ～会員スピーチ～ 「京都伏見ロータリークラブ 
の歴史」   原  憲男会員、土田 行夫会員 

 京都洛西 「歳男放談」         会員 茶谷 孝一様 

 

京都紫竹 

「伝統芸能 邦楽の世界」（鼓・太鼓・笛） 
藤舎 花帆様 

「伝統芸能 日本舞の世界」  
松本幸妃様（同一人物です） 

1/13 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 18：30 「祝日休会」 

1/14 
京都東山 

「京都と琵琶湖を結ぶ・東山 琵琶湖疏水事業 
 ついて」 

琵琶湖汽船㈱ 取締役社長 川戸 良幸様 

（火） 京都西南 「歳男放談パート２」 

 京都洛中 「歳男放談」     子年生まれ 臼井 由和様 
赤木 博様、野崎 智之様 

 京都洛南 「休会」      ＊ビジター受付はありません。 

1/15 京都 「課題解決先進都市・京都へ！ 新たな改革挑戦！」 
京都市長   門川  大作様 

（水） 京都西北 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「クラブデー」 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

1/16 

 
京都南 

-新会員スピーチ-「両親に感謝」 島倉 泰三 
会員、「眠たいわけではないんです」安高 聡
会員、「私の分岐点」植 栄昭 会員 

（木） 京都北 ｢新春の上七軒」 
上七軒芸妓 尚鈴さん、尚ひろさん 

 京都洛北 クラブデー 

 京都洛東 「新会員スピーチ」 
奥村 直樹様、川畑 知広様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「きものあれこれ」京都織物卸商業組合 理事長 
全日本きもの振興会 会長 野瀬兼治郎様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

-会員スピーチ－ 
「新春放談」         会員 津田 定明様 

 京都さくら 「休会」 ＜定款第８条第１節（ｃ）により＞ 
＊ビジター受付はありません。 

 
京都乙訓 

「ロータリーの歴史における職業奉仕の考え方」
地区職業奉仕委員会 副委員長  

京都洛西RC会員 矢野 雅史様 

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/ 


