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「伝統と革新 世界はひとつ」 

ＲＩＤ2650ガバナー 佐竹 力總 

６-１２月の行事予定 

◆クラブ内行事   

 ６月２５日（木） 通常例会 次年度理事役員会 

 ７月 ２日（木） 通常例会 「就任の挨拶」 

 ７月 ９日（木） 通常例会 「就任の挨拶」 

 ７月３０日（木） 次年度第１回クラブ協議会 

 伊藤ガバナー補佐をお迎えして 

 ガバナー公式訪問準備 
 

＊７月１日の「社会を明るくする運動」はコロナウィルス感染 

 拡大防止のため中止となりました。 

 

 

 
   
  

 

◆地区行事 

  １２月１９日（土）地区財団セミナー 13：00～17：00 

 国立京都国際会館 

    

 ＊７月のほろにが会（7/14）は新型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。 

 

 

 

  

 

 

 

 

会長テーマ 

「 大津閘門 」 

井上 正佳会員 画  



 

開会点鐘    12：30                               

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 

   「第４回クラブ協議会」（書面にて） 

 閉会点鐘    13：30   

 ２０２０年６月２５日（木）  第１４３３回例会  Vol.３０－３１ 

例会プログラム 

１．本日例会終了後、次年度理事役員会および現年度 
 臨時理事役員会を開催いたし ます。 

 

◆新年度の表敬訪問について 
 

新年度の賛西会クラブの表敬訪問ですが、まだ多人数で
の会合は好ましくないと考え、当クラブからの表敬訪問
は見送ることにいたしました。他クラブからも表敬訪問
も見送る旨、連絡が届いております。 

 

      1年を振り返って 
 

3月から先週まで約4ヶ月例会を臨時休会とさせて頂き、 

会長としての桂川ロータリークラブのお役に立てず申し訳

なく思っております。3月15日の「創立30周年記念式典 

例会」も感染予防の観点から予定通りに開催できませんで

した。本来であれば、会員の皆様に色々とお願いをして、

ご出席の方々にも楽しんで頂くつもりでおりました。また、30周年実行委員会の皆様には昨年より準備をし

ていただいておりましたが、予定通りにできず申し訳なく思っております。 

3月から6月までの例会休会中には、4月9日にホテルにて、5月28日には桃園亭にて、

理事役員会をさせていただきました。理事役員の皆様にはお忙しい中、また 外出を

しにくい中、ご出席いただきありがとうございました。  

その中で6月25日より例会を再開することを決めました。 

 今年1年を振り返ってみますと、 

7月 

 7月  1日 「社会を明るくする運動」 

 7月17日 札幌真駒内ＲＣの来訪 貴船 

 7月25日 創立３０周年特別記念夜間例会 

8月 

 8月1日～6日 洛西高校インターアクト カンボジア研修 

 8月31日 西総合支援学校へのウッドデッキの工事完成 

9月 

 9月5日  ガバナー公式訪問 西南ロータリーと合同 

10月 

 10月18日  西総合支援学校にてウッドデッキ贈呈式、12名の参加者（会員） 

       30周年の記念事業として「西の夢咲テラス」ウッドデッキの名前 

 10月20日 「秋の家族会」 和久傳の森、天橋立傘松公園 

11月 

 11月4日    桂川ロータリークラブ会長杯野球大会 

 11月6日～8日 台湾三重中央ロータリークラブ創立31周年記念例会に出席   

12月 

 12月17日～12月22日「心の絵」展 ギャリエヤマシタ 30周年記念事業 

    記名来場者489名、無記名来場者約50名の参加者 

 12月21日  クリスマス家族例会（心の絵展の関係者も参加して頂きました） 

1月 

 1月21日  西南ロータリーとの合同例会 ホテル日航プリンス京都にて 

 1月25日 新年会および新入会員歓迎会 「六盛」 
 

以上 簡単に1年を振り返ってみましたが、これ以外にも皆様には色々とご参加、ご出席を頂きありがとう 

ございました。一日も早くコロナの問題が収束して、 

また皆様と楽しくロータリー活動ができればと思っております。 

 1年間、ありがとうございました。                  （会長 髙橋 英明） 

ウッドデッキ贈呈 

台湾三重中央RC訪問 

札幌真駒内RC来訪 

秋の家族会 
「心の絵」展 

ｸﾘｽﾏｽ家族例会 

新入会員歓迎会＆ 

新年会 



  
コロナウィルス感染症防止のため３月５日

～６月１８日まで「臨時休会」となりまし

た１５回分の例会費（会食費）の取り扱い

につきましては、今後の理事役員会におい

て検討しご報告いたします。 

 

次年度、前期地区分担金の減額について 

地区分担金・登録料・協力金の前期合計

16,500円から4,000円減額になりました。 

前期会費はすでに案内しておりますので、

今後、減額分にいきましてはご案内いたし

ます。 

２月２７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 17,000円 今年度累計 932,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 72％ 

【 】小計 16,000円 今年度累計 519,800円 

目標額 726,000円 達成率 72％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

 

髙橋 英明 

・西京消防署長のお話し楽しみにして

 ます。 

 

王   杲 

・西京消防署署長児玉さんのスピーチを

 楽しみに。 

 

内山 正元 

・コロナウィルスへの特効薬が早く出て

 きてほしい！ 

 

德田 正彦 

・コロナウィルスで催しものが取りやめ

 ですね。 

６月はロータリー親睦活動月間 

７月２日（木）「就任の挨拶」  
  会長  万殿 慎二会員 
  副会長 井上 正佳会員 
  会長エレクト 山本 拓生会員 
  幹事 千田  適会員 

【 】 小計 2,000円  今年度累計  51,000円 
目標額 66,000円 達成率 77％ 1人当たり2,000円以上   

児嶋 雄二 ・児玉署長のスピーチ楽しみに。 

 

 

吉田  修 

・新型コロナウイルスのために例会を

 休む？こんなことがあっていいのか！ 

 やはり、流れはその方向ですね。 

BOXへ 井上 正佳、上原 従正、髙橋 英明 

鎌野 孝和、三田 昌資、稲掛 英男 

 

千田  適 

・世界経済はどうなるのでしょうか、底知

 れぬ不安を感じます。 

【 】 小計 1,000円   今年度累計 158,000円 
目標額 400,000円 達成率 40％ 

BOXへ 吉田   修 

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  

【 】 小計 14,000円 今年度累計 673,000円 
目標額 792,000円 達成率 85％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男、吉田  修 

鎌野 孝和、三田 昌資、万殿 慎二 

安田  勝、王   杲 

 

菱田 匤樹 

・児玉章様のスピーチ楽しみにして

 おります。 

 

瀬田 保二 

・嫁に美しいお花ありがとうございま

 した。 

 

森  正廣 

・宮崎県小林市「三の宮峡」ハイキング 

 日本の原風景、音。 

BOXへ 末永  寛、鎌野 孝和、三田 昌資 

稲掛 英男、太田 勝彦 

 

谷口 泰義 

・コロナウィルス感染しない様に気をつけ

 ましょう。 

万殿 慎二 ・ＲＬＩの研修に行ってきました。 

 

井上 正佳 

・新型コロナウイルスの行方大変心配

 です。 

吉田  修 ・いよいよ大変な事態になりましたね。 

 

瀬田 保二 

・寒の戻りが寒いです、皆様カゼに気を

 付けて。 

 

德田 正彦 

・コロナウィルスで催しものが取りやめ

 ですね。 

 

森  正廣 

・都城「関の尾の滝」、日本の滝100選 

 見ごたえあり。 

BOXへ 太田 勝彦、髙橋 英明 

今年度も西京ジュニア
消防団へ協力金を贈呈
し、感謝状を拝受いた
しました。 



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 

6/26 京都東  ―年度最終例会―「退任挨拶」 
会長・副会長・幹事・会計・Ｓ.Ａ.Ａ. 

（金） 京都伏見 「短縮例会」    12：30～13：06 

 京都洛西 「会長、幹事 退任挨拶」 会長 末広 秀圭様 
       幹事 西村 一郎様 

 京都紫竹 「退任挨拶」 

6/29 京都西 「退任挨拶」    会長、会長エレクト、副会長 
幹事、理事、会計、会場監督 

（月） 京都紫野 通常例会「会長・副会長・幹事退任挨拶」 

 京都中 「会長幹事ご苦労様会」 17：30～ 
＊ビジター受付はありません。 

 京都平安 18：30 次回の開催は、７月６日（月）の開催予定になり
ます。 

6/30 京都東山 「臨時休会」 

（火） 京都西南 「役員理事退任挨拶」 

 京都洛中 「退任挨拶」              理事・役員 

 京都洛南 「夜間例会」 

7/1 京都 「臨時休会」 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（水） 京都西北 「就任の挨拶」 
理事・役員＊例会場変更「らんざん」にて開催  

 京都北東 「就任挨拶」              理事・役員 

 京都嵯峨野 「第１回クラブ・アッセンブリー」 

 京都朱雀 「就任挨拶」 

7/2 

 
京都南 「臨時休会」 

（木） 京都北 「クラブアッセンブリー(方針と計画)｣  

 京都洛北 「就任挨拶」 

 京都洛東 「就任挨拶」  会長、直前会長、会長エレクト 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

第１回クラブ協議会「理事・役員 就任挨拶」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「本年度活動方針」    会長 中野 種樹様 
幹事 松本 恒司様 

 京都さくら 「就任挨拶」         会長 大森   剛様 
副会長 神田 尚子様、幹事 内藤 克敏様 

 京都乙訓 「臨時休会」   ＊ビジター受付はありません。 

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/ 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各ロータ
リークラブのビジター受付の対応はクラブにより
異なります。他クラブの例会出席の際には、事前
に当事務局に確認のうえ、ご出席ください。 


