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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２７日（木） 創立３０周年実行委員会 
  ２月２９日（土） 第３回炉辺会合１班 18：00～ 
  「京味」 東山区松原通宮川町 
  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２９日（土） 会員増強アクション会議  

 ＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大に 

   伴い、延期になりました。 

  ３月１０日（火） ロータリーほろにが会 

 ＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大に 

   伴い、中止になりました。 

  ３月２０日（金） 2020-21年度 会長エレクト研修セミナー 

 13：00～19：00 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

  ４月 ４日（土） 地区大会 会長・幹事・地区委員長会議 

        ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

     ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ京都 

 

 

 

会長テーマ 

「 ポンヌフ 」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌 「冬の夜」 

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 

  「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 

 閉会点鐘    13：30   

 ２０２０年２月２７日（木）  第１４３２回例会  Vol.３０－３０ 

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）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
 会員が出席されました。 
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」が開催されました。髙橋、内山
 上山、吉田の各会員が出席されました。 
４．次週例会において、創立３０周年記念式典例会の
 打ち合わせを行います。例会への出席よろしくお願
 いいたします。 

新型コロナウイルスについて 

 中国・湖北省武漢市で発生した新型コロナウイ

ルスによる肺炎の感染が拡大しています。 

当会では１月２９日、本年度の米山奨学生に宛て 

た注意喚起をホームページに掲載するとともに、

メールで同内容を配信し、正確な情報の確認と感

染拡大を防ぐための注意を呼びかけました。 

 また、旧正月を母国で過ごすためにすでに中国に

一時帰国している奨学生や、今後の中国への出国届

が出ている奨学生にも直接、あるいは世話クラブ

を通じて状況を確認しています。「故郷の村の 

移動制限により動けない」 、「日本へのフライト

がキャンセルになり、いつ戻れるか見通しが立た

ない」など、現地で足止めされている奨学生から

の報告も入っており、影響の長期化も懸念されま

す。２月１３日には、湖北省に続いて、浙江省に

滞在した外国人の入国拒否が始まるなど、本件を

めぐる日本の状況も刻々と変化しています。 

当会では今後も情報収 集に務め、地区と連携して

必要な対策を検討してまいります。 

児玉 章（こだま あきら）様 

ご略歴  
 

昭和５８年１０月  京都市消防局入局 

 

平成３１年 ４月  京都市西京消防署長 

 

◆例会変更・休会のお知らせ 
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） 
３月２６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） 
３月２６日（木）京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ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。 

３月１６日（月）京都紫野ＲＣ 
３月１７日（火）京都東山ＲＣ 
３月１８日（水）京都西北ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
     京都嵯峨野ＲＣ 
３月１９日（木）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都さくらＲＣ 
３月２５日（水）京都西北ＲＣ 
３月２７日（金）京都紫竹ＲＣ 
３月２５日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
３月３０日（月）京都中ＲＣ 
３月３１日（火）京都東山ＲＣ、京都西南ＲＣ 
    京都洛南ＲＣ 
 ＊以上、ビジター受付はありません。 

 
  

第１３回桂川流域クリーン大作戦  

 
 

 ３月１日（日）開催予定でした 
 が、コロナウィルス感染拡大の 
 影響により中止となりました。 
 
         社会奉仕委員会 

 

◆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。  



２月２０日（木）例会  
会員数 ３３名（内出席免除８名）  
出席者 ２４名（６名）  ７７．４２％ 
ご来客１名 
２/６ＭＵ後の出席率  ８３．３３％ 

【ニコニコ箱】 小計 12,000円 今年度累計 915,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 70％ 

 亀岡ＲＣ 

平野 仁智様 

・本日、宜しくお願い致します。 

【 】小計 20,000円 今年度累計 503,800円 

目標額 726,000円 達成率 70％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

髙橋 英明 

・末永さん、王さんのお話し楽しみに

 してます。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

森  正廣 ・義母の一周忌終わりました。 

林  良訓 ・末永、王両氏のお話楽しみに。 

 

 

吉田  修 

・ダイヤモンド・クルーズの乗客二人が

 亡くなりましたね。今後どのような

 展開になるか？ 

２月は平和と紛争  
予防/紛争解決月間 

３月５日（木）  
 

「創立３０周年記念式典例会の打ち合わせ」 
 

 創立３０周年実行委員長  
     千田  適会員 

【 】 小計   0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   

出射 靖生 ・本日はクラブデー。 

 

 

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CPR（-）で良かった

 ですね。 

BOXへ 児嶋 雄二、田中  守、末永  寛 

井上 正佳、髙橋 英明、鎌野 孝和 

稲掛 英男、三田 昌資 

【 】 小計 15,000円 今年度累計 659,000円 
目標額 792,000円 達成率 83％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 井上 正佳、田中  守、稲掛 英男 

吉田  修、鎌野 孝和、三田 昌資 

万殿 慎二 

井上 正佳 ・新型コロナの行末が大変心配です！ 

【 】 小計 3,000円   今年度累計 157,000円 
目標額 400,000円 達成率 39％ 

BOXへ 吉田   修 

 クラブ・デー 
 「第７回クラブ討論会」 
 （社会奉仕・国際奉仕） 

出射 靖生 ・クルーズ船で死者が出ましたね。 

 

谷口 泰義 

・クラブ討論会、末永さん、王さんの

 活躍に期待して。 

 

山本 拓生 

・息子がラグビー高校日本代表に選ばれ

 ました。自祝。 

 

王   杲 

・一日も早く新型コロナウイルス無く

 しましょう！ 

今日の歌   

「冬の夜」 
 

燈火
ともしび

ちかく 衣
きぬ

縫う母は 

春の遊びの  楽しさ語る 

居並ぶ子供は  指を折りつつ 

日数数えて  喜び勇む 

囲
い

炉
ろ

裏
り

火
び

は とろとろ 

外は吹雪 

BOXへ 三田 昌資、田中  守、稲掛 英男 

万殿 慎二 ・ほろにが会楽しみました。 

 

吉田  修 

・（さくらを見る会のことで）ＡＮＡイン

 ターコンチの矜持に拍手！！ 

 

森  正廣 

・ネコが一匹増えました。３匹で遊んで

 います。 

 

安田  勝 

・新型コロナウイルス感染症の終息を願

 って。 

 

上原 従正 

・コロナウィルス肺炎のパンディシック

 発生が心配です。 

会員誕生日お祝い 
稲掛会員、瀬田会員 
髙橋会長 
 ２月おめでとう 
    ございます 

末永社会奉仕委員長 王国際奉仕委員長 



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 

2/28 京都東 ―イニシエーションスピーチ― 
「自己紹介と仕事よもやま話 」会員 奥野浩様 

（金） 京都伏見 ～会員スピーチ～ 
「伏見RCの過去の事業の紹介」 

 京都洛西 「インターアクト地区大会報告」 
 ＩＡＣ委員長       辰馬 雅子様 

 京都紫竹 「新入会員スピーチ」        玉谷 要会員 
「会員スピーチ 私の履歴書」  礪波 修会員 

3/2 
京都西 

「再生医療で認知症を克服できるか？」 
 京都府立医科大学名誉教授  
 京都東RC会員           山岸 久一様 

（月） 
京都紫野 

「ななつ星、四季島、瑞風、豪華クルーズトレイ
ンの楽しみ方」 大阪中央会員RC  

現年度幹事 中嶋 茂夫様 

 
京都中 

「司の花街物語～廓雀の独り言～」 
     嶋原末廣屋 女将 嶋原太夫 司太夫 
                  嶋原太夫 葵太夫 

 京都平安 18：30 次回の例会は、３月９日（月）の開催予定に 
なります。 

3/3 京都東山 クラブ・デー 

（火） 

京都西南 

 「地域密着型で、京都のお困りごと(＝課題)を  
 ＩＴで解決したい」～京なかＧＯＺＡＮ(ござん) 
 の取組について～ 京なかＧＯＺＡＮ代表 

京なか㈱ 代表取締役 桂田佳代子様 

 京都洛中 「笑い・小噺のつくり方教えます」 
 落語家 月亭天使様 

 京都洛南 「美術鑑賞のいろは」 

3/4 京都 - 新会員スピーチ - 
         「私の生き方 」 山岡 景一郎様 

（水） 京都西北 「味覚は錯覚どすえ(笑)」  
会員 平野    陽様 

 京都北東 「私の履歴書」  会員選考・職業分類委員会 
委員長 西村 泰明様 

 京都嵯峨野 「真田紐の名前の由来と真田紐の由来」 
真田紐師江南 和田伊三男様 

 京都朱雀  「未定」           会員 金島 良和様 

3/5 

 
京都南 「ＲＬＩって？」 RI第2650地区RLI委員 

（草津RC会員） 横江 孚彦様 

（木） 
京都北 

｢世界遺産 薬師寺 国宝・東塔 平成大改修  
 密着11年｣ 読売テレビ報道局 

プロデューサー 波止 荘子さん 

 京都洛北 「ふたりのおと」   ジャズユニット  futarinote  

 京都洛東 「能楽の成立から現在まで」 観世流能楽師 
 シテ方  宮本 茂樹様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「日本料理の美意識」 ㈱木乃婦  
代表取締役社長 髙橋 拓児様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢国際奉仕フォーラム｣ 
国際奉仕委員長  越川 哲也様 

 京都さくら 「政治と経済」    名誉会員  伊藤 義浩様 

 京都乙訓 「青少年奉仕について」 
地区青少年奉仕委員会 委員長 石原久歳様 

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/ 


