
「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 

８-１２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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１０日（木） 理事役員会 

 

＊８・９月のほろにが会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。 

 
   
  
 

 

 

◆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 14：00～16：00 

 ９月 ６日（日） 嵐峡の清流を守る会 河川清掃活動 

 10：00～11：00 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

 ９月１３日(日） RLI ディスカッション・リーダーWEB研修会 

 Ｚｏｏｍによるオンライン研修会 9：00～12：00 

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 
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 ２０２０年８月６日（木）  第１４３８回例会  Vol.３１－５ 

例会プログラム 

◆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、短縮例会 
      とします。１２：１５～１３：００ 
 

◆例会変更のお知らせ 
８月１１日（火）京都東山ＲＣ、京都西南ＲＣ 
    京都洛中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 
８月１３日（木）京都南ＲＣ、京都北ＲＣ 
    京都洛北ＲＣ、京都洛東ＲＣ 
    京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞＲＣ 
    京都さくらＲＣ 
＊以上、ビジター受付はありません。 

 
 

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 

  「新入会員スピーチ」 

    中野 孝治会員 
 

閉会点鐘    13：30   

１．本日例会終了後、８月度理事役員会を開催いた

 します。 

２．次週の例会は休会です。 

３．事務局は８月１１日（火）～１４日（金）まで

 休局いたします。緊急の場合は幹事までご連絡お願

 いいたします。 

 

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。 

 

京都西南RCと合同「ガバナー公式訪問」のご案内 
 

 日時： ２０２０年９月１日（火） 

  １２：３０～１３：３０ 
 

 場所： ホテル日航プリンセス京都 

 

＊ネクタイ、ジャケット着用でお願いします 
 

＊９/１に開催するため、９/３の例会はありません。 

＊役員は、懇談会出席のため１０：２０に集合 

＊例会場において、出欠を確認しておりますご協力 

 お願い致します。 

【ニコニコ箱】 小計 27,000円 今年度累計   118,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 9％ 

 

万殿 慎二 

・伊藤ガバナー補佐、本日はよろしく

 お願いします。 

 

内田 勝彦 

・ガバナー補佐 伊藤哲雄様 

 本日はよろしくお願いします。 

 

田中  守 

・伊藤ガバナー補佐 本日はお世話に

 なります。 

BOXへ 児嶋 雄二、稲掛 英男 

吉田  修 ・伊藤Ｇ補佐をお迎えして。 

 

 

森  正廣 

・京響コンサート５ヶ月ぶりに開催され

 ました。３席で１人のゆったりした

 演奏会で良かったです。 

京都洛西ＲＣ 

ガバナー補佐 

伊藤 哲雄様 

・本日は、貴クラブ協議会に寄せて 

 頂きました。よろしくお願い致しま

 す。 

 

井上 正佳 

・伊藤ガバナー補佐 ようこそお越し 

 下さいました。 

上原 従正 ・伊藤ガバナー補佐をお迎えして。 

末永  寛 ・伊藤ガバナー補佐をお迎えして。 

髙橋 英明 ・伊藤ガバナー補佐をお迎えして。 

 

 

 

 

出射 靖生 

・昨日は全国で１，２００名をこえる

 感染者が確認されました。京都でも

 最高の４１名となり累計では７４９

 名となっています。６月１日時点では

 ３８３名で１ヶ月倍増しています。 

  Stay Home 

王   杲 ・コロナ一日も早く撲滅して欲しい！ 

 

 
 

嵐峡の清流を守る会「河川清掃活動について」 
 

実施日：   ２０２０年９月６日（日） 小雨決行 

時 間：   午前１０時～１１時 

集合場所： 嵐山中ノ島公園 時計柱前公園 

活動場所： 渡月橋上・下流一帯の大堰川、桂川沿い  



７月３０日（木）例会  
会員数 ３１名（内出席免除１４名）  
出席者 ２０名（３名）  １００％ 
ご来客１名（ガバナー補佐） 

 

８月２０日（木） 
クラブ・デー 
「第２回クラブ討論会」 
   青少年奉仕委員長  織田 鉄也会員 
   青少年奉仕副委員長 森  正廣会員 

【 】小計 10,000円 今年度累計  66,000円 
目標額 744,000円 達成率 9％ 1人当たり24,000円以上 

【 】小計 9,000円 今年度累計 56,000円 
目標額 597,060円 達成率 9％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 田中  守、井上 正佳 

 

内田 勝彦 

・本日は第１回クラブ協議会です。 

 各委員長様よろしくお願いします。 

万殿 慎二 ・梅雨が明けないですね。 

 

 

内山 正元 

・五月雨を集めて早し 最上川（芭蕉） 

 元々、急流とはいえ、洪水をおこしては

 いけません。 

谷口 泰義 ・コロナを殺して下さい。 

 

吉田  修 

・いよいよ８月“コロナ猛暑”が待っ

 ている。 

【 】 小計  3,000円  今年度累計  11,000円 
目標額 99,510円 達成率 11％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 万殿 慎二、吉田  修 

【 】 小計  5,000円   今年度累計 21,000円 
目標額 400,000円 達成率 5％ 

太田 勝彦 ・みなさん、水害保険入ってますか？ 

森  正廣 ・伊藤ガバナー補佐をお迎えして。 

出射 靖生 ・伊藤ガバナー補佐をお迎えして。 

菱田 匤樹 ・クラブ協議会宜しくお願いします。 

 

内田 勝彦 

・ロイ君も色々大変そうです。 

 皆様ご協力をお願いします。 

万殿 慎二 ・コロナはどうなるのかな？ 

BOXへ 吉田  修、井上 正佳、田中  守 

 

内田 勝彦 

・学生さんの感染も増えてますね。 

 高校生も大変ですね。 

 

内田 勝彦 

・本年度は、１人当たり３，０００円 

 になっております。 

太田 勝彦 ・梅雨明けしそうです。 

 

「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 



8/7 京都東 「変わりゆく婚礼文化」㈱クリエイトウエディング 
 代表取締役 梅木 慎二様 

（金） 京都伏見 「初例会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛西 「未定」           会員 赤松 和雄様 

 京都紫竹 「創立記念例会」    バイオリン・ピアノ演奏 

8/10 京都西 ８月の全ての例会を臨時休会 
＊ビジター受付はありません。 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 18：30 次回の例会は、８月１７日（月）の開催予定に
なります。 

8/11 京都東山 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

（火） 京都西南 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛中 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛南 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

8/12 京都 ８月の全ての例会を臨時休会 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（水） 京都西北 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都北東 「休会」  ＊ビジター受付はありません。 

 京都嵯峨野 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都朱雀 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

8/13 

 
京都南 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

（木） 京都北 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛東 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「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  

「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都さくら 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 ８月の全ての例会を臨時休会 
＊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 


