
20２０年２月２０日 

No.1431 Vol.30-29 

2019～2020 

W E E K L Y  
B U L L E T I N 

 

「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 

２-５月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ２月２０日（木） 創立３０周年実行委員会 
  ２月２７日（木） 創立３０周年実行委員会 
  ３月 １日（日） 第１３回桂川流域クリーン大作戦 
  8：30受付開始、9：00～11：30 
  ３月 ５日（木） 現次年度理事役員会 
  ３月１２日（木） 創立３０周年実行委員会 
  ３月１４日（土） ウェルカムパーティー 
  天壇 祇園本店 18：00～ 
  ３月１５日（日） 創立３０周年記念式典例会・祝宴 
  ザ・サウザンド キョウト 17：00～ 
  集合時間 会員15：00、ご家族16：00 
 
 
 

 

◆地区行事 

 ２月２３日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会 第2650地区 

 RLI卒後ｺｰｽ 研修会  13：00～16：50 

 新京都ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ           （万殿会員） 

 ２月２４日（祝） 地区職業奉仕「講演会」 

 京都ﾃﾙｻﾎｰﾙ   13：00～16：45 

（髙橋、内山、上山、吉田の各会員） 

 ２月２９日（土） 会員増強アクション会議 13：00～16：00 

ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ京都       （井上会員） 

 ５月１６日（土） 賛西会 17：40受付 18：00～ 

 リーガーロイヤルホテル京都 

  

  

 

 

会長テーマ 

「 ポンヌフ 」 

井上 正佳会員 画  



 

2021-22年度 国際ロータリー会長に 

 インドのシェカール・メータ氏が選出される 

 

 国際ロータリー会長指名委員会は、カルカッタ-

マハナガル・ロータリークラブ（インド、西ベンガ

ル州）所属のシェカール・メータ氏を2021-22年度

国際ロータリー会長に選出しました。対抗候補者が

いない場合、同氏は10月1日に会長ノミニーとして

宣言されます。  

 メータ氏は、現在の会員傾向には課題があり、会

員増強がロータリーの最優先事項となるべきである

と述べています。地域的な計画、ローターアクター

のロータリークラブへの移行、多様性と女性会員の

増加によって、毎年5パーセントの会員数純増が達

成できると確信しています。  

 

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 

 クラブ・デー 

 「第７回クラブ討論会」（社会奉仕・国際奉仕） 

    末永  寛会員 

    王    杲会員 

閉会点鐘    13：30   

 ２０２０年２月２０日（木）  第１４３１回例会  Vol.３０－２９ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、創立３０周年実行委員会を開催し
 ます。 
２．２月２３日（日）ガバナー事務所において、ロー
 タリー・リーダーシップ研究会第2650地区RLI卒後
 コース研修会が開催され、万殿会員が出席されます。 
３．２月２４日（祝）京都テルサホールにおいて、地区
 職業奉仕「講演会」が開催されます。髙橋、内山、
 上山、吉田の各会員が出席されます。 

 

◆京都洛中RC創立４０周年記念例会・祝賀会のご案内 
  日時： ２０２０年４月５日（土） 
    登録受付 １３：００ 
    記念例会 １４：３０ 
    記念講演 １６：１５ 
       Ｔ＆Ｄホールディングス 
       代表取締役 喜田哲弘氏 
    祝賀会 １８：００～２０：３０ 
  場所： 京都ホテルオークラ ３Ｆ 
  登録料：お一人１５，０００円 
   ＊参加お申し込みは2月末迄に事務局まで。  
 
◆例会変更・休会のお知らせ 
２月２７日（木）京都乙訓ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙ京都ｴﾐﾅｰｽ1階） 
２月２７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） 
 ＊以上、ビジター受付は平常通り行われます。 
２月２５日（火）京都洛南ＲＣ 
２月２６日（水）京都西北ＲＣ 
２月２７日（木）京都さくらＲＣ 
 ＊以上、ビジター受付はありません。 

国際ロータリー2020-21年度 

 会長テーマおよびロゴのお知らせ 

国際ロータリー2020-21年度会長 

ホルガー・クナーク 氏 

去る２月８日（土）ホテル

グランヴィア京都において

京都乙訓ＲＣ創立５０周年 

記念例会が開催され、髙橋

会長と井上幹事が出席され

ました。 



２月１３日（火）例会  
会員数 ３３名（内出席免除８名）  
出席者 ２４名（５名）  ８０．００％ 
ご来客１名 
１/３０ＭＵ後の出席率  ７３．３３％ 

【ニコニコ箱】 小計 23,000円 今年度累計 903,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 69％ 

髙橋 英明 ・藤井様のお話し楽しみにしています。 

【 】小計 6,000円 今年度累計 483,800円 

目標額 726,000円 達成率 67％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

稲掛 英男 ・藤井佳朗様のスピーチ楽しみに。 

井上 正佳 ・藤井様のスピーチ楽しみにしています。 

林  良訓 ・藤井先生のお話楽しみに。 

田中  守 ・藤井様のスピーチ楽しみです。 

出射 靖生 ・藤井様のスピーチ楽しみです。 

２月は平和と紛争  
予防/紛争解決月間 

２月２７日（木）  
 

「京都アニメーション火災について」 
 

  京都市西京消防署 署長  
      児玉  章様 

【 】 小計 1,000円  今年度累計  49,000円 
目標額 66,000円 達成率 74％ 1人当たり2,000円以上   

「スポーツ歯学について」  

 

 

出射 靖生 

・武漢よりチャーター機で最初に帰国され

 た方、全員がＣＲＰ（-）で良かったで

 すね。 

 

吉田  修 

・ダイヤモンド・プリンセスひどいこと

 になってきましたね。 

BOXへ 田中  守、髙橋 英明、稲掛 英男 

【 】 小計 17,000円 今年度累計 644,000円 
目標額 792,000円 達成率 81％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 井上 正佳、田中  守、稲掛 英男 

千田  適、吉田   修 

BOXへ 髙橋 英明 

森  正廣 ・暖かいですネ。 

内山 正元 ・コロナウィルスの終息を願って。 

 

安田  勝 

・城南宮神苑のしだれ梅は今六分咲きで

 一見の価値があります。 

児嶋 雄二 ・藤井氏のスピーチ楽しみに！ 

【 】 小計 2,000円   今年度累計 154,000円 
目標額 400,000円 達成率 39％ 

BOXへ 井上 正佳、吉田  修 

 新神戸歯科 院長 
 神戸六甲RC会員  藤井 佳朗様 

吉田  修 ・すべり込みセーフ、間に合いました。 

 

瀬田 保二 

・古畑さんから１/３３の愛情 

 ありがとうございます。 

 

王   杲 

・古畑さんバレンタインチョコレート 

 有難う御座います。 

千田  適 ・世界経済はどうなるか？不安です。 

菱田 匤樹 ・藤井様ようこそ。 

瀬田 保二 ・藤井様のお話しを楽しみに。 

上原 従正 ・藤井佳朗先生のスピーチを楽しみに。 

末永  寛 ・藤井さんのお話しを楽しみに。 

王   杲 ・藤井先生のスピーチを楽しみです。 

 

 

出射 靖生 

・新型コロナウイルスcovid－19の為 

 病院でもマスク入手困難となって

 います。こまったものです。 

林  良訓 ・古畑さんお気遣いありがとう。 

 

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 

 １８日 織田 鉄也会員夫人 晃子様 

 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 ９日 谷口 泰義会員 

  １５日 山田 芳弘会員 
 

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 

  １日 藤井文治郎会員 糸屋ホテル 

  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 



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 

2/21 京都東 -ロータリー創立記念スピーチ-「 ロータリーの 
 起源と未来考」      会員 田中 誠二様 

（金） 
京都伏見 

～国際奉仕クラブ・フォーラム～ 
「世界に貢献 する日本の匠の技」 
臨済宗 妙心寺退蔵院 副住職 松山 大耕様 

 
京都洛西 

「ピーカンナッツプロジェクトと東北支援」 
サロンド・ロワイヤル 代表取締役社長  

前内 眞子様 

 京都紫竹 「第３回クラブ・フォーラム ロータリー情報委員会」
ロータリー情報副委員長 井上 弘之会員 

2/24 京都西 「振替休日休会」 

（月） 京都紫野 「振替休日休会」 

 京都中 「振替休日休会」 

 京都平安 18：30 次回の例会は、３月 ２日（月）の開催予定に 
なります。 

2/25 
京都東山 

「家庭で出来る健康管理-東洋医学の実践-」 
 明治国際医療大学 はり・きゅう学講座 講師 

 木村  啓作様 

（火） 
京都西南 

「私の研究計画」 
～政治制度は社会にどう貢献できるか～ 

京都大学法学部４回生 吉村 俊佑様 

 京都洛中 「今、大河ドラマは」    会員 八木喜久男様 

 京都洛南 「休会」      ＊ビジター受付はありません。 

2/26 京都 「渋沢 栄一の実像」 
霊山歴史館 副館長 木村幸比古様 

（水） 京都西北 「休会」     ＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「新道とは」 元祇園 梛神社・延喜式内  
          隼神社 宮司  木下 雅文様 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 「定年とロータリー」     会員 木村 雄太郎様 

2/27 

 
京都南 「聞こえない世界から見えてきた社会」 

㈱Silent Voice 代表取締役 尾中 友哉様 

（木） 京都北 ―新会員スピーチ― 
｢あ～青鳥城(自己紹介)｣    金井塚敏弘様 

 京都洛北 「きつい旅とセコスタンス」   
酒場ライター   バッキー井上様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「クラブ研修例会」 
クラブ研修リーダー 北尾隆明会員 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 京都さくら 「休会」      ＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

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/ 


