
「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～   （万殿会長、内田幹事） 

 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   

（万殿会長、内田幹事） 

 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  
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2020-21年度 炉辺会合 
 

 本年度第１回炉辺会合を９月末までに開催いただき 

会合終了後には事務局まで報告をお願いします。 

テーマ 「皆さんの想いを伝えて下さい」 

     

 炉辺・川クラブ委員長 上山 泰弘 

 リーダー  

1 
 谷口、德田、藤井、瀬田、児嶋 

 田中 
上原 

2 
 吉田、出射、稲掛、 森、近藤 

 内山、 安田 
末永 

3 
 林、 中川、井上、髙橋、内田 

 太田、松尾 
上山 

4 
 万殿、 王、織田、山本、中野 

 福田、菱田 
三田 

 ２０２０年７月１６日（木）  第１４３６回例会  Vol.３１－３ 

例会プログラム 

◆例会「臨時休会」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３０日「臨時休会」 
   ８月の例会より「短縮例会」 
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」 

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１回クラブ討論会」（クラブ管理・運営） 

            太田 勝彦会員 
 

閉会点鐘    13：30   

１．７月１１日（土）「クラブ会長・ 幹事と松原

 ガバナーとのＷＥＢ懇談会」が行われ、万殿会長

 内田幹事が参加いたしました。 

２．次週の例会は祝日休会です。 

３．８月６日（木）例会終了後、８月度理事役員会

 を開催いたします。 

 

◆新型コロナウイルスに対応する病院関係者を守る
イタリアのクラブ 
 
イタリア全土のロータリークラブが一丸となり、
新型コロナウイルス感染症の治療にあたる国内26

の病院への最新医療機器の確保に取り組んでいま
す。 
新型コロナウイルスにより大きな被害を受けた 
イタリアでは、5月中旬までに32,000人が亡くなり
約226,000件の症例が確認されています。グロー
バル補助金を利用したイタリア全国のロータリー
クラブによるこのプロジェクトは、体温検知ユ
ニット、ウイルス検査用隔離ユニット、患者を安
全に診察・モニタリング・移動するためのウイル
ス防護ストレッチャーを提供しています。140万
ドル以上の価値があるこれらの医療機器によっ
て、現在の緊急なニーズに取り組むとともに、新
型コロナウイルス流行の再来を防ぎ、公共保健を
強化することを目指しています。 

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」の様子 

万殿会長 

内田幹事 

 

会員誕生日お祝い   

  ６日 德田 正彦会員     １３日  内田 勝彦会員 

 ２６日 織田 鉄也会員 

会員夫人誕生日お祝い 

  ４日 上原従正会員夫人 栄子様 

 ２３日 末永 寛会員夫人 千津子様 

 ２６日 森 正廣会員夫人 美代子様       

結婚記念日お祝い 

  ７日 三田 昌資会員 ２５日 王   杲会員 

創業記念日お祝い 

 ２０日 瀬田保二会員 ㈱賛交社 

 ２４日 中野孝治会員 なかの孝㈱ 

         ７月おめでとうございます 



７月９日（木）例会  
会員数 ３１名（内出席免除７名）  
出席者 ２３名（３名）  ８５．１９％ 
ご来客０名 

 

７月３０日（木） 
「第１回クラブ協議会」 
 ＲＩ第2650地区京都市域  
 第2グループ ガバナー補佐 
 京都洛西ＲＣ会員    
  伊藤 哲雄様 

「就任の挨拶」 

【 】小計 14,000円 今年度累計  38,000円 
目標額 744,000円 達成率 5％ 1人当たり24,000円以上 

 

太田 勝彦 

・すごい美人に道を聞かれてロータリー

 を欠席しそうになりました。 

内山 正元 ・コロナ禍に大洪水、やり切れませんね。 

BOXへ 万殿 慎二、稲掛 英男、田中   守 

吉田  修、藤井文治郎 

内田 勝彦 ・ポリオ撲滅へあと少し。 

【 】小計 18,000円 今年度累計 33,000円 

目標額 597,060円 達成率 6％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 田中  守、末永  寛、稲掛 英男 

井上 正佳、織田 鉄也、藤井文治郎 

出射 靖生 ・スピーチ楽しみに。 

谷口 泰義 ・早く歌も大声でうたいたい。 

万殿 慎二 ・マリン同好会新入会員募集中です。 

上原 従正 ・水害被害地お見舞い申し上げます。 

 

吉田  修 

・久しぶりに東京に出掛け孫の顔を

 見ました。 

林  良訓 ・大変な雨ばっかり。 

【 】 小計  3,000円  今年度累計  5,000円 
目標額 99,510円 達成率 5％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

【ニコニコ箱】 小計 29,000円 今年度累計   67,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 5％ 

 

万殿 慎二 

・内田幹事、三田プログラム委員長 

 先日はありがとうございました。 

山本 拓生 ・万殿丸の出航をお祝いして。 

 

德田 正彦 

・万殿会長始め役員の皆様本年もよろ

 しく。 

吉田  修 ・ギリギリすべり込みセーフ！でした。 

出射 靖生 ・九州洪水御見舞。 

 

内田 勝彦 

・ひどい大雨になりましたね。 

 みなさんお気をつけて。 

田中  守 ・コロナ収束願って。 

太田 勝彦 ・コロナがなかなか収まりませんね。 

林  良訓 ・早退おわび。 

BOXへ 髙橋 英明、藤井文治郎、織田 鉄也 

稲掛 英男、児嶋 雄二、井上 正佳 

森  正廣 ・地元の居酒屋めぐり楽しんでいます。 

BOXへ 吉田  修、井上 正佳、万殿 慎二 

【 】 小計  5,000円   今年度累計  8,000円 
目標額 400,000円 達成率 2％ 

 

内田 勝彦 

・本年度の海外夏期研修は中止となって

 おります。 

森  正廣 ・プロ野球、明日から観客入。 

BOXへ 万殿 慎二 

山本会長エレクト 田中会計 

菱田ＳＡＡ 

太田ｸﾗﾌﾞ管理･運営 

委員長 

森奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

委員長 

  

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。 

菱田 匤樹 ・今日もＳＡＡします。 

林  良訓 ・いよいよ年度スタートですね。 



7/17 京都東 ―イニシエーションスピーチ―「一町医者が 
 昨今思う事」      会員 濱島 高志様 

（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 

「新入会員スピーチ」     中村 篤人会員 
「第2回クラブ協議会 奉仕プロジェクト・ 
米山奨学 事業計画」 

伊藤美通彦会員、村上健治会員  

7/20 京都西 「臨時休会」 ＊ビジター受付はありません。 

（月） 京都紫野 「第2000回記念例会」 夜間例会 
＊ビジター受付はありません。 

 京都中 「会員スピーチ」  
大澤  直様、 服部  裕様 

 京都平安 18：30 「前年度会計報告・理事役員挨拶」 

7/21 

京都東山 

クラブ管理運営フォーラム（食事なし） 
12：00～12：30 
「今年度の例会運営について」 

クラブ管理運営委員長 小森 直之様 

（火） 京都西南 「未定」 

 京都洛中 「新会員スピーチ」    会員 幅田 昌伸様 

 京都洛南 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

7/22 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 「休会」（定款第8条第1節(C）による） 
＊ビジター受付はありません 

 京都北東 「臨時休会」 ＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「コロナ禍の中で」    幹事 大津 裕太様 

 京都朱雀 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

7/23 

 
京都南 「祝日休会」 

（木） 京都北 「祝日休会」 

 京都洛北 「祝日休会」 

 京都洛東 「祝日休会」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「祝日休会」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「祝日休会」 

 京都さくら 「祝日休会」 

 京都乙訓 「祝日休会」 

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 


