
「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 

７-９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（火） 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（土） クラブ会長・幹事と松原ガバナーとの 

 ＷＥＢ懇談会 16：00～ 

 ７月２３日（祝） クラブ職業奉仕担当者研修会 14：00～15：00 

 Ｚｏｏｍによるオンライン研修会  

 ９月 ５日（土） 第１回青少年奉仕担当者会議 

 Ｚｏｏｍによるオンライン研修会  

 
    

 ＊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９日（木）  第１４３５回例会  Vol.３１－２ 

例会プログラム 

 

◆例会「臨時休会」のクラブのご案内 
京都ＲＣ ７・８月の全ての例会を「臨時休会」 
京都南ＲＣ ７月の全ての例会を「臨時休会」 
   ８月の例会より「短縮例会」開催 
   １２：１５～１３：００ 
京都北ＲＣ ７月１６日「Ｗｅｂ例会」 
   ７月３０日「臨時休会」 
京都西ＲＣ ７・８月の全ての例会を「臨時休会」 
京都伏見ＲＣ ７月の全ての例会を「臨時休会」 
京都乙訓ＲＣ ７月の全ての例会を「臨時休会」 
 

◆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。 
 

◆ロータリーレートのお知らせ 
日本事務局より、７月のレートは１ドル１０７円と
お知らせが届きました。（参考：６月＝１０８円） 

【ニコニコ箱】 小計 38,000円 今年度累計   38,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 3％ 

 

万殿 慎二 

・今年度、会長をさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

髙橋 英明 

・万殿会長、内田幹事 

 １年間よろしくお願いします。 

 

内田 勝彦 

・１１年ぶりに２回目の幹事をする事にな

 りました。皆様よろしくお願いします。 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌 「琵琶湖周航の歌」 

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 

「就任の挨拶」 

   会長エレクト 山本 拓生会員 

  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 
 

閉会点鐘    13：30   

１．６月２６日、当クラブ名誉会員選出規程に基づき

 ご案内いたしました、松尾義平会員と安田  勝会員

 の名誉会員就任につきまして、７月２日をもって

 認められましたのでご報告いたします。 

２．７月１１日（土）１６時から「クラブ会長・

 幹事と松原ガバナーとのＷＥＢ懇談会」が行われ

 ます。会長・幹事が参加します。 

３．次回の理事役員会は、８月６日（木）に開催い

 たします。 

  

  今日の歌   「琵琶湖周航の歌」 

小口 太郎作詞 吉田 千秋作曲 

われは湖
うみ

の子  さすらいの 

旅にしあれば  しみじみと 

のぼる狭霧
さ ぎ り

や さざなみの 

志賀の都よ いざさらば 

日 時 2020 年６月２５日(木) 例会終了後 
場 所 ザ・サウザンド キョウト 
出席者 万殿、井上、山本、髙橋、菱田、森、 
 内田、王、林、出射、末永、内山の各会員 
 

千田会員から休会申出、幹事辞任の申出があった。 
内田会員に幹事を引き受けてもらう。 
青少年奉仕理事を、内田会員から織田会員に交替。 
会長に副幹事増員を一任する。 
米山カウンセラーは、高橋会員が担当。 

 

議 事 
１．前回議事録の確認 
２．年間行事予定について 
３．例会プログラムについて  
   当面、外部からのスピーカーなし 
４．予算について 
５．前期地区分担金の減額について 
 地区から減額する旨の連絡があった。 
  後期会費徴収の際、減額を実施した金額を 
 徴収する。 
６．ＷＥＢ会議のシステムについて 
 導入するように地区より要望があった。 
  当面、事務局のパソコンでzoomが利用できる
 ようにする。 
７．第１回クラブ討論会について 
８．第２回クラブ討論会について 
９．週報について 
10．その他   
・ＩＭの開催について 

2021年8月に延期して実施予定。副実行委員長に
森会員が就任。テーマは伊藤ガバナー補佐と相
談し、山本会員が会長をつとめる年度に決定。 

 懇親会を開催するか、未定 
・地区行事の詳細は順次案内がなされる。 
・炉辺会合は「密」を避ける意味で５組に分けて実施。 



７月２日（木）例会  
会員数 ３１名（内出席免除７名）  
出席者 ２３名（４名）  ８２．１４％ 
ご来客０名 

【 】小計 15,000円 今年度累計 15,000円 
目標額 597,060円 達成率 3％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

７月１６日（木） 
クラブ・デー 
「第１回クラブ討論会」（クラブ管理・運営） 
 

  太田 勝彦会員 

【 】 小計  2,000円  今年度累計  2,000円 
目標額 62,000円 達成率 3％ 1人当たり2,000円以上   

BOXへ 三田 昌資、稲掛 英男、井上 正佳 

【 】 小計  3,000円   今年度累計  3,000円 
目標額 400,000円 達成率 1％ 

BOXへ 吉田   修 

「就任の挨拶」 

【 】小計 24,000円 今年度累計  24,000円 

目標額 744,000円 達成率 3％ 1人当たり24,000円以上 

瀬田 保二 ・万殿丸の舟出を祝って。 

末永  寛 ・万殿さん、内田さん１年間よろしく。 

稲掛 英男 ・万殿丸の出航を祝して。 

吉田  修 ・万殿年度のStartにあたって。 

王   杲 ・新年度宜しくお願い致します。 

 

井上 正佳 

・新年度始まりました。本年もよろしく

 お願いします。 

 

 

出射 靖生 

・コロナ患者が少し増えてきました。 

 Keep social distance no mind  

 distance  

菱田 匤樹 ・ＳＡＡがんばります。 

上原 従正 ・万殿丸の出航を祝って。 

田中  守 ・祝 万殿会長、内田幹事お疲れ様です。 

三田 昌資 ・新年度 宜しくお願い致します。 

林  良訓 ・受付にうるさいおやじが！！ 

 

森  正廣 

・雨にもめげず、コロナにもめげず 

 万殿会長よろしく。 

児嶋 雄二 ・万殿会長、内田幹事頑張って下さい。 

德田 正彦 ・来週早々８４才になります。 

 

万殿 慎二 

・今年度財団地区委員をいたします。 

 ご寄付よろしくお願いいたします。 

 

内田 勝彦 

・本年度は、健康に充分注意して、皆様

 元気でやりましょう。 

 

田中  守 

・髙橋会長、井上幹事ありがとうござ

 いました。 

王   杲 ・新年度、宜しくお願い致します。 

 

吉田  修 

・新年度役員の皆様ごくろうさまです。

 ともに頑張りましょう。 

瀬田 保二 ・万殿丸の舟出を祝って。 

林  良訓 ・内田幹事がんばれ。 

王   杲 ・新年度宜しくお願い致します。 

 

谷口 泰義 

・万殿様はじめ役職の皆様ごくろうさん

 です。 

 

出射 靖生 

・新会長を始め理事、役員の皆様一年間

 よろしく。 

森  正廣 ・ホンコンはどうなる。 

BOXへ 万殿 慎二、三田 昌資、田中   守 

稲掛 英男、井上 正佳、吉田   修 

 

内田 勝彦 

・あまり神経質にならないようにして、

 楽しくやりましょうね。 

 

德田 正彦 

・運転免許、眼鏡をかけずに更新でき

 ました。 

万殿 慎二 ・洛西高校がんばれ。 

万殿 慎二 ・ポリオ撲滅のために。 

万殿慎二会長 

内田勝彦幹事 

井上正佳副会長 

幹事エンブレムの贈呈 

万殿会長より内田会員へ 
内田幹事１年間よろしくお願いします。 

2019-20年度 出席100％表彰 
出席100％の髙橋会員 

ＭＵ後100％の万殿会員、森会員  

と田中会員 

林  良訓 ・万殿会長始め皆さん１年よろしく。 



7/10 京都東 「 ウェスティン都ホテル京都130年の歩みと
今後の展望 」      会員 北村 恵司様 

（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」             理事・役員 

 

京都紫竹 

「第1回クラブ協議会 公共イメージ・クラブ
管理運営・ロータリー財団 事業計画」 

若宮 隆幸会員、冬廣 憲二会員 
        林   一樹会員 

7/13 京都西 「臨時休会」 

（月） 京都紫野 「理事就任挨拶」  

 京都中 「新年度を迎えて Ⅱ」 
会長エレクト 八木 透理事 

 京都平安 18：30 次回の例会は7月20日（月）の開催予定と 
なります。 

7/14 京都東山 「休会」 

（火） 京都西南 「会員増強フォーラム」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都洛中 「就任挨拶」  クラブ研修リーダー及び理事 

 
京都洛南 

「理事・役員 就任挨拶」 
佐藤 邦友様、荒木 稔雄様 
吉永 英代様、西芝    実様 

7/15 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 「幻の童謡詩人・金子みすゞの生涯と演奏」 
会員 白井 治夫様 

＊例会場変更「京都ｵｰｸﾗ」にて開催  

 京都北東 「クラブデー」 
 ＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 
＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 「委員会報告」 
＊ビジター受付はありません。 

7/16 

 
京都南 「臨時休会」 ＊ビジター受付はありません。 

（木） 京都北 「Web例会」 

 京都洛北 「理事挨拶」 

 京都洛東 「就任挨拶」        青少年奉仕理事、 
会員増強理事、会計役員、S.A.A.役員 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

第２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」 
高津 康弘様、平田 喜洋様 
土井 正樹様、越川 哲也様 

 京都さくら 「②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 


