
「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 

  ９月 ８日（火） ロータリーほろにが会 ホスト 

 桃園亭 

  ９月１０日（木） 理事役員会 

 
   
  

 

 

◆地区行事  

 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 

１０月 ３日（土） ポリオ撲滅活動協賛 第７5回京都市内２４ＲＣ

 懇親チャリティーゴルフ大会 瀬田ゴルフ倶楽部 

１２月１９日（土） 地区ロータリー財団セミナー 京都国際会館 

  

 

＊８月のほろにが会（8/11）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３０日（木）  第１４３７回例会  Vol.３１－４ 

例会プログラム 

 

「ＲＡＣニュース」発刊・配信のお知らせ 
 

2020-21年度「ＲＡＣニュース」が発刊されました。 

地区ホームページのローターアクトのバナーを 

クリックしてもご覧いただけます。 
 

   https://rac-2650.com/news/ 

◆例会臨時休会のお知らせ 
京都ＲＣ ８月の全ての例会を「臨時休会」 
京都西ＲＣ ８月の全ての例会を「臨時休会」 
京都乙訓ＲＣ ８月の全ての例会を「臨時休会」 
 

◆短縮例会のお知らせ 
京都南ＲＣ 
８月６日（木）より当面の間、１２：１５～１３：
００とし、ビジター受付は行いません。 
京都北ＲＣ 
８月６日（木）、２０日（木）の例会、１３：００
～１３：３０、ビジター受付は行いません。 
 

◆例会場変更のお知らせ 
京都西北ＲＣ 
例会場である「翠嵐ラグジュアリーコレクション 
ホテル」は例会開催にあたり、出席人数、開催条件
の制約がありますので、7月に引き続き８月例会も
例会場を臨時変更し「らんざん」において開催しま
す。 
 
 
 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

今日の歌 「ふるさと」 

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 

 「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 
 

閉会点鐘    13：30   

１．本日は伊藤ガバナー補佐をお迎えし、第１回クラブ

 協議会を開催いたします。 

２．次週例会終了後、８月度理事役員会を開催いた

 します。 

３．地区より、熊本県を中心とした「令和２年７月豪雨

 非常災害」 に対して地区災害対策基金より３００

 万円支援した旨、報告が届きました。 

４．８月のほろにが会（８/１１）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。 

５．今年度「同志社会」の開催が新型コロナウィルス

 感染拡大のリスクを考慮し、中止となりました。 

今日の歌    「ふるさと」 
 

               高野辰之作詞  岡野貞一作曲 
  

うさぎ追いし  かの山 

こぶな釣りし  かの川 

夢は今も  めぐりて 

忘れがたき  ふるさと 

 

第１回クラブ協議会 

≪プログラム≫ 
 

 議長・進行 万殿慎二会長  ＳＡＡ   菱田匤樹 

１３：００  開会 

   会長挨拶 万殿 慎二   

   幹事報告 内田 勝彦 

   ＳＡＡ報告 菱田 匤樹     

   会計予算説明 田中  守 
 

■各委員会報告（各委員会委員長） 

１．会員増強委員長 井上 正佳  

２．戦略計画委員長 山本 拓生  

３．ﾛｰﾀﾘｰ情報・規定審議会 髙橋 英明  

４．親睦（ｸﾗﾌﾞ管理運営）委員長 太田 勝彦 

５．プログラム委員長 三田 昌資  

６．ニコニコ委員長 児嶋 雄二 

７．ソング委員長 吉田   修  

８．出席委員長 中川 俊夫  

９．炉辺・川クラブ委員長 上山 泰弘 

10．職業奉仕（奉仕ﾌ゚ ﾛｼ ｪ゙ｸﾄ）委員長 森  正廣 

11．社会奉仕委員長 稲掛 英男 

12．青少年奉仕委員長 織田 鉄也 

13．国際奉仕委員長 王   杲 

14．広報委員長 出射 靖生 

15．Ｒ財団・米山委員長 林  良訓 
 

■ガバナー補佐ご講評  伊藤 哲雄氏 

■質疑応答 

■閉会挨拶 

◆例会変更のお知らせ 
８月１３日（木）京都乙訓ＲＣ 
（11：30-12：30、ﾎﾃﾙ京都ｴﾐﾅｰｽ1階） 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 
８月１１日（火）京都西南ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
８月１２日（水）京都西北ＲＣ、京都北東ＲＣ 
    京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
＊以上、ビジター受付はありません。 



 

ポリオ撲滅活動協賛第75回京都市内24ＲＣ 

懇親チャリティーゴルフ大会のご案内  

 
開催月日  ２０２０年１０月３日（土） 

開催場所  瀬田ゴルフ倶楽部 東・西・北コース 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ 京都洛東ＲＣ 
 

   新型コロナウィルス感染症の影響により 

中止になる場合があります。 

７月１６日（木）例会  
会員数 ３１名（内出席免除７名）  
出席者 ２６名（４名）  ９２．８６％ 
ご来客０名 

 

８月６日（木） 
「新入会員スピーチ」 
  中野 孝治会員 

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 18,000円 今年度累計  56,000円 
目標額 744,000円 達成率 8％ 1人当たり24,000円以上 

【 】小計 14,000円 今年度累計 47,000円 

目標額 597,060円 達成率 8％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 三田 昌資、田中  守、井上 正佳 

上山 泰弘 

林  良訓 ・クラブデー太田君ちゃんと来たかな 

万殿 慎二 ・クラブ討論会よろしくお願いします。 

 

吉田  修 

・みなさん、ガバナー月信７月号 

 ２page～３pageを読みましょう！！ 

山本 拓生 ・明日大腸スコープやってきます。 

出射 靖生 ・今年の梅雨は長いですね。 

【 】 小計  3,000円  今年度累計  8,000円 
目標額 99,510円 達成率 8％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

【ニコニコ箱】 小計 24,000円 今年度累計   91,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 7％ 

 

内田 勝彦 

・本日は、第１回クラブ討論会です。 

 皆様よろしくお願いします。 

王   杲 ・先週例会欠席お詫び。 

万殿 慎二 ・マリン同好会、雨で中止、残念。 

 

吉田  修 

・きょうは余裕をもって来ることがで

 きました。 

林  良訓 ・コロナ、やっぱり心配ですね。 

太田 勝彦 ・コロナが収まりません。 

BOXへ 上山 泰弘、三田 昌資、中野 孝治 

髙橋 英明、児嶋 雄二、稲掛 英男 

田中   守 

BOXへ 
万殿 慎二、吉田  修、谷口 泰義 

上山 泰弘、中野 孝治、井上 正佳 

【 】 小計  8,000円   今年度累計 16,000円 
目標額 400,000円 達成率 4％ 

太田 勝彦 ・コロナどうなるんでしょう？ 

BOXへ 上山 泰弘、谷口 泰義 

吉田  修 ・ロイ君、ようこそ！   ＢＯＸへ。 

万殿 慎二 ・ようこそロイさん 

森  正廣 ・今日は宵山なのですが。 

 

内山 正元 

・明るいニュースは将棋の藤井七段 

 くらいですね。 

 

 

出射 靖生 

・本日東京ではコロナ感染者２８０名

 をこえそうです。全国でも４００人

 ペースで増えています、御要心。 

 

 

森  正廣 

・旅行は、行きたい人が行くもんです。 

 行きたくない人が足を引っ張る必要

 はない。 

 

王   杲 

・三田さん、先週も今週も大変お世話 

 になりました。 

菱田 匤樹 ・クラブデー宜しくお願いします。 

BOXへ 上山 泰弘、稲掛 英男、田中   守 

三田 昌資、中野 孝治、末永   寛 

林  良訓 ・毎日雨でうんざりです。 

 

上原 従正 

・go to travel は go to trouble に 

 なりそう。 

 

井上 正佳 

・コロナに負けず経済を活性化させま

 しょう！！ 

米山功労者表彰 
谷口会員と田中会員 

７月会員誕生日お祝い 
内田会員、徳田会員と 
万殿会長  

おめでとうございます 



7/31 京都東 「 知ってるようで知らない京都パートⅡ 」 
会員 米田庄太郎様 

（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 

「新会員スピーチ」  
菊岡 かつら会員、髙力 美佐子会員 

＊ビジター受付は平常通り行われます。 

 
京都紫竹 

「クラブ・フォーラム① 連絡事項のライン 
グループ化について」 

IT委員会委員長 若宮 隆幸会員 

8/3 京都西 「臨時休会」 ＊ビジター受付はありません。  

（月） 
京都紫野 

「会社における新型コロナ対策～予防から
発症対応まで～」 一般社団法人日本環境 

衛生普及協会 代表理事 森 将洋様    

 京都中  「会員スピーチ」 
畑  宏明様、田中  剛様、猪奥 隆志様 

 京都平安 18：30 「バイオの力で健康で快適な環境を開発す 
 る！」    京都平安RC 小川 敏雄会員 

8/4 京都東山 「納涼例会中止により休会」 
＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 「クラブデー」 ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛中 「未定」 

 京都洛南 「新コロナウィルス感染症（COVID-19）に 
 ついて」         会員 西川 昌樹様 

8/5 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 「戦災孤児」      会員  福田 義明様 
＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「未定」  会員増強委員長 京極 雪之介様 
＊会員のみの例会、ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付はありません。 

 京都嵯峨野 「会員増強フォーラム」 

 京都朱雀 「会員増強アワー」      会員増強委員会 

8/6 

 
京都南 「就任挨拶」            会長・副会長  

＊ビジター受付はありません。 

（木） 京都北 ｢会員スピーチ｣   短縮例会 13：00-13：30 

 
京都洛北 

「会員増強・退会防止の為の今」 
ＲＩＤ2650会員増強・拡大委員会委員長  

長浜ＲＣ会員   馬場 鋭州様 

 京都洛東 「中西会長にエールを」 
会員 細見 岩男様、山分 芳造様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「感染症の基礎知識～ウイズコロナをどう 
 生きる～」           松井 道宣会員 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「新型コロナウイルスにかからない・うつさ 
ないための『新しい生活様式』(高齢者版)」 

会員 北岡 治子さん 

 京都さくら 「会員増強推進計画」 
会員増強委員長 久保田敏一様 

 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 


