
「ロータリーは機会の扉を開く」 
  RI会長 ホルガー・クナーク 

「ロータリーの原点に返る」 
誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ 

 ＲＩＤ2650ガバナー 松原 六郎 

７-１２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ７月１６日（木） クラブ・デー 

 第１回クラブ討論会（ｸﾗﾌﾞ管理・運営） 

  ７月２３日（祝） 祝日休会 

  ７月３０日（木） 第１回クラブ協議会 

 ガバナー公式訪問準備 

  ８月 ６日（木） 理事役員会 

  ８月１３日（木） 休会 

  ８月２０日（木） 第２回クラブ討論会（青少年） 

  ９月 １日（木） 京都西南ＲＣと合同ガバナー公式訪問 

 ホテル日航プリンセス京都 

 

 

 

 

◆地区行事  

 ７月１１日（木） クラブ会長・幹事と松原ガバナーとの 

 ＷＥＢ懇談会 16：00～ 

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。 
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 ２０２０年７月２日（木）  第１４３４回例会  Vol.３１－１ 

例会プログラム 

 

◆例会場変更のご案内 
７月６日より、京都平安ＲＣの例会場が変更になり
ます。 
 「京都ガーデンパレスホテル」TEL：411-0111  
   上京区烏丸通下長者町上ル龍前町605  
◆市内他クラブ例会開催状況について 
７月の例会は、ほぼ全てのクラブが休会または、ビ
ジター参加不可となっております。他クラブの例会
参加をご検討の際には事前に事務局までお問い合わ
せください。 

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 

「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   内田 勝彦会員 

閉会点鐘    13：30   

１．安田 勝会員、松尾義平会員が健康上の理由で

 ６月末で退会されました。 

２．千田 適会員より休会の申し出と幹事の辞任の

 申し出があり、６月の理事役員会において内田会

 員に幹事を引き受けて頂くことになりました。

 それに伴い、青少年理事を内田会員から織田会員

 に交代となりました。 

３．鎌野孝和会員が１２月末まで休会されることに

 なりました。 

 

会長就任のご挨拶 
 

 会長テーマ 「伝える」 
 

2020-2021年度会長 万殿 慎二 

 
 ２０２０－２０２１年度京都桂川
ロータリークラブの会長就任にあた
りご挨拶を申しあげます。 
わがクラブは平成元年に発足し、 
諸先輩方のご苦労とご指導のもと、

本年創立３１年目を迎えることができました。 
この新しい年度に非力ではございますが、パスト会長で
ある内田幹事のサポート、クラブ及び会員の皆様のご協
力を得ながら、努力を惜しむことなく会長としての職務
を全うしたいと考えています。 
 ２０２０－２０２１年度 Ｒ.Ｉ.会長のホルガー・ク
ナーク氏はロータリーのテーマを「ロータリーは機会の
扉を開く」とされています。クナーク氏は、「ロータ
リーに参加すれば世界中の友人たちとともに、より豊か
で意義のある人生への 機会の扉を開いてくれる。私た
ちロータリーのあらゆる奉仕活動が、どこかで、誰かの
ために機会の扉を開く」と述べています。そして、ロー
タリーの価値観の大切さを強調しています。 
 また、松原六郎２６５０地区ガバナーは、地区のス
ローガンを「ロータリーの原点に返る」とされていま
す。Ｒ.Ｉ.を中心に我々を取り巻くロータリーの環境が
大きく変わってきた今こそ、ロータリーの原点に返って
考えることが必要だとお考えです。 
 私は、今年度のテーマを「伝える」といたしました。 
このテーマは２つの想いを持っています。1つ目は、 
京都桂川ロータリークラブを地域の人たちに伝えたい。
京都桂川ロータリークラブが地域社会のために実施して
きた様々な活動や今後行う活動を伝えたい。２つ目は、
会員の皆様のことを伝えてほしい。チャーターメンバー
から新会員まで、お互いを知り好意と友情をさらに深め
たいと考えています。 
現在、新型コロナウィルスの感染拡大を防止するための 
新しい生活様式が求められています。会員の皆様ととも
に新しいロータリークラブ活動を模索していきたいと 
思います。どうかご指導、ご支援、ご協力をいただきま
すようよろしくお願いいたします。 

 
 

◆前年度出席委員会 

ホームクラブ１００％出席者 

 髙橋 英明会員 

Make-up後１００％出席者 

 万殿 慎二会員、森  正廣会員、田中  守会員 

おめでとうございます 

現次年度会長幹事によるエンブレム交換 

１年間お疲れ様でした 

 前年度、「臨時休会」となりました１５回分の 

例会費（会食費）の取り扱いについて 
 

今年度下期会費請求の際、下記の額を差し引いて 

ご案内させていただきます。  

    4,300円×15回＝64,500円 



６月２５日（木）例会  
会員数 ３３名（内出席免除８名）  
出席者 ２６名（６名）  ８３．８７％ 
ご来客０名 

【ニコニコ箱】 小計 111,000円 今年度累計 1,043,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 80％ 

【 】小計 47,000円 今年度累計 566,800円 

目標額 726,000円 達成率 78％  1人当たり200ﾄﾞﾙ以上 

髙橋 英明 ・１年間ありがとうございました。 

 

 

井上 正佳 

・例会再開おめでとうございます。コロナ

 禍 まだまだ続きますが感染に注意して

 生き延びましょう。 

松尾 義平 ・皆様にはお世話になりました。 

 

末永  寛 

・髙橋さん、井上さん１年間ご苦労様

 でした。 

 

７月９日（木） 
「就任の挨拶」 
  会計 田中  守会員 
 SAA 菱田 匤樹会員 
 クラブ管理・運営委員長 太田 勝彦会員 
  奉仕プロジェクト委員長 森  正廣会員 

【 】 小計    0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   

髙橋 英明 ・皆様お元気でしたでしょうか。 

 

林  良訓 

・髙橋会長、井上幹事 １年間ご苦労様 

 でした。 

BOXへ 児嶋 雄二、井上 正佳、稲掛 英男 

安田  勝 ・クラブの発展を祈念して。 

【 】 小計 2,000円   今年度累計 160,000円 
目標額 400,000円 達成率 40％ 

BOXへ 吉田   修、万殿 慎二 

 
「第４回クラブ協議会」 
 
 会長  
    髙橋 英明会員 
 

【 】 小計 14,000円 今年度累計 723,000円 
目標額 792,000円 達成率 91％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 井上 正佳、稲掛 英男、万殿 慎二 

吉田   修、児嶋 雄二 

髙橋 英明 ・コロナウイルスの終息を願って。 

BOXへ 稲掛 英男 

 

上原 従正 

・コロナ禍に負けずにロータリーは元気に

 なりましょう！ 

森  正廣 ・みなさんコロナに神経質過ぎるのでは？ 

 

内田 勝彦 

・髙橋会長、井上幹事、一年間お疲れ様

 でした。ありがとうございました。 

 

万殿 慎二 

・髙橋会長、井上幹事１年間お世話に

 なりました。 

 

王   杲 

・お久しぶりです。会員の皆様お元気で

 すか？ 

出射 靖生 ・会員の皆さんお元気で何よりです。 

内山 正元 ・長い巣ごもりでした。 

織田 鉄也 ・ご無沙汰してます。 

上原 従正 ・皆様お久し振りです。 

吉田  修 ・みなさん お久し振りです。 

德田 正彦 ・皆様４ヶ月ぶりです。 

森  正廣 ・４ヶ月ぶりの例会再開を祝して。 

藤井文治郎 ・久しぶりです。 

児嶋 雄二 ・久しぶり。 

林  良訓 ・お久しぶりです。 

三田 昌資 ・お久しぶりです、宜しくお願いします。 

 

谷口 泰義 

・久し振り 皆様の良き顔を拝見して

 うれしいです。 

安田  勝 ・世界平和とロータリーの発展の為に。 

山本 拓生 ・お久しぶりです。 

万殿 慎二 ・お久しぶりです。 

 

吉田  修 

・やっぱりロータリーがないと毎日が 

 つまらないですね。 

末永  寛 ・皆様 お変りありませんか。 

出射 靖生 ・上山先生、又、又、御世話になります。 

 

内山 正元 

・楽しいことを、ぼちぼちしていきたい 

 ですね。 

織田 鉄也 ・４㎏やせました。 

安田  勝 ・皆様の友情に感謝して。 

 

末永  寛 

・安田さん、松尾さん 淋しくなりますが 

 又、顔を出して下さい。 

三田 昌資 ・お久しぶりです。宜しくお願いします。 

德田 正彦 ・免許証更新です。 

 

上原 従正 

・米山奨学生の皆さんコロナ禍に負け

 ずに。 

林  良訓 ・万ちゃん がんばれ！！ 

菱田 匤樹 ・皆様大変ごぶさたしております。 



7/3 京都東 「新年度にあたって」 
会長・副会長・幹事・会計・SAA 

（金） 京都伏見 「臨時休会」   ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛西 「就任挨拶」 
会長・幹事 平岡 弘行様、伊藤  忍様 

 京都紫竹 「就任挨拶」 疋田 覚会員、 新造一夫会員 
井上弘之会員、田中裕芳会員、明石好蔵会員 

7/6 京都西 「臨時休会」 

（月） 京都紫野 「会長・次年度会長・副会長・45周年担当特別 
理事 就任挨拶」 

 
京都中 

 「新年度を迎えて Ⅰ」 会長 河瀬 敦様 
副会長 畑 宏明様、幹事 諸冨正志様 

    ＳＡＡ 小森一宏様 

 京都平安 18：30 「会長・幹事所信表明挨拶」  

7/7 京都東山 「初例会/就任挨拶」（食事なし）12：00～12：30 

（火） 京都西南 「理事役員就任挨拶」 
＊ビジター受付はありません 

 京都洛中 「未定」 

 京都洛南 「就任挨拶」 
会長 西田 賢央様、幹事 辻井  博様 

7/8 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 ～新入会員スピーチ～ 
＊例会場変更「らんざん」にて開催  

 京都北東 「創立記念例会」 
「就任挨拶」理事・役員 

 京都嵯峨野 「快適」           会員 冨士森良輔様 

 京都朱雀 「クラブ・デー」 

7/9 

 
京都南 「臨時休会」  ＊ビジター受付はありません。 

（木） 京都北 「臨時休会」  ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「クラブデー」 

 京都洛東 「就任挨拶」 幹事、クラブ奉仕理事、職業奉仕 
理事、社会奉仕理事、国際奉仕理事 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「臨時休会」  ＊ビジター受付はありません。 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「本年度活動方針」   Ｓ.Ａ.Ａ.  伊東 一壽様 
ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長   依田 純三様 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長    梶野 興三様 

 京都さくら 「①委員会活動計画発表」   委員会委員長 

 京都乙訓 「臨時休会」  ＊ビジター受付はありません。 

2020-2021年度  役員・理事・委員会構成 

会長 （役員） 万殿 慎二 

副会長 （役員） 井上 正佳 

会長エレクト （役員） 山本 拓生 

直前会長 （役員） 髙橋 英明 

幹事 （役員） 内田 勝彦 

会計 （役員） 田中  守 

Ｓ.Ａ.Ａ. （役員） 菱田 匤樹 

会員増強  井上 正佳 

戦略計画  山本 拓生 

ﾛー ﾀﾘー 情報・規定審議 髙橋 英明 

親睦 （理事） 太田 勝彦 

（クラブ管理・運営）  

プログラム  三田 昌資 

ニコニコ  児嶋 雄二 

ソング  吉田  修 

 

 
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 

出席  中川 俊夫 

炉辺・川クラブ 上山 泰弘 

職業奉仕 （理事） 森  正廣 

（奉仕プロジェクト） 

社会奉仕 （理事） 稲掛 英男 

青少年奉仕 （理事） 織田 鉄也 

国際奉仕 （理事） 王   杲 

ﾛー ﾀﾘー 財団・米山 （理事） 林  良訓 

広報 （理事） 出射 靖生 

ＩＭ実行委員長  末永  寛  

副幹事   林  良訓、織田 鉄也

   三田 昌資、内山 正元 

   上山 泰弘 

副会計   上原 従正 

副Ｓ.Ａ.Ａ.   森  正廣、中野 孝治 

 

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 


