
「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２０日（木） 第２回クラブ討論会（青少年） 

 会員総会 

  ８月２７日（木） 臨時休会 

  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２０日（木）  第１４３９回例会  Vol.３１－６ 

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」 

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」 

友愛の挨拶  

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 

 「会員総会」   2019-20年度決算 

   定款・細則の改正 

 「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 
  

閉会点鐘    13：30   

１．次回の例会は、新型コロナウィルス感染拡大防止

 のため臨時休会いたします。 

２．９月の当クラブがホストをする「ロータリーほろ

 にが会」はコロナ感染症拡大防止のため中止となり

 ました。 

３．９月１日（火）、ホテル日航プリンセス京都に

 おいて京都西南ＲＣとの合同ガバナー公式訪問を

 行います。ご出席よろしくお願い致します。 

 そのため９月３日（木）の例会はありません。 

日 時 2020 年８月６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、髙橋、内田、田中、菱田、太田 
 森、稲掛、織田、王、林、出射、末永の各会員 
 

議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 
３．上半期会費納入状況 
４．2019-20年度 30周年記念会費について 
 ⇒ お預かりしている２万円は、3/27開催予定の記念  
  例会に充当する。ただし、安田会員、松尾会員は 
  返金する 
５．「嵐峡の清流を守る会」協力金について 
 ⇒ 例年通り１万円を協力する 
６．インターアクトクラブ前年度決算承認について 
７．「ロータリー希望の風奨学金」について 
 ⇒ 一人あたり２千円を協力する（義捐金より） 
８．クラブ支援ロータリー米山記念奨学生について 
 ⇒ 半年の米山奨学期間の延長を承認する 

   クラブ負担額は予備費より支出する 
９．例会プログラムについて 
10．秋の家族会および炉辺会合の開催について 
 ⇒開催の可否については当面様子をみる 
11．第２回クラブ討論会（青少年）について 8/20（木） 
 ⇒ はじめに前年度決算と定款細則改正に伴う総会を 
      開催し、残りの時間を青少年委員会が担当する 
12．京都西南RCと合同ガバナー公式訪問について 
      9/1（火） 
13．ほろにが会のホストについて  9/8（火） 
 ⇒ コロナウィルス感染拡大防止のため中止 
14．第３回クラブ討論会（会員増強）について 

     9/17（木）     
 ⇒ 井上委員長が担当で行う     
15．事務局休局について 
 ⇒ ８月１１日（火）～１４日（金）特例 
16．その他 
 ⇒ 末永ＩＭ実行委員長より2021-22年度 IMの開催に 
  ついて 

 

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。 

 

会員誕生日お祝い   

  ９日 菱田匡樹会員 １４日 末永 寛会員   

 １７日  田中 守会員 １７日 上原従正会員 

 ２６日 中川俊夫会員 

 
会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 万殿慎二会員夫人 美栄子様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 内田勝彦会員 総合ﾚﾝﾀﾙ㈱ﾚﾝﾄｵｰﾙ京都 
 

８月おめでとうございます 



８月６日（木）例会  
会員数 ３１名（内出席免除１０名）  
出席者 ２４名（３名）  １００％ 
ご来客  ０名 

 

９月１日（火） 
  

京都西南ＲＣとの合同「ガバナー公式訪問所感」 
 

  ＲＩ第２６５０地区ガバナー 松原 六郎様 
 

【 】小計 25,000円 今年度累計  91,000円 
目標額 744,000円 達成率 12％ 1人当たり24,000円以上 

【 】小計 17,000円 今年度累計 73,000円 
目標額 597,060円 達成率 12％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

出射 靖生 ・中野会員のスピーチ楽しみに。 

 

林  良訓 

・マリン同好会の皆様、昨日はありがと 

 ございました。 

 

内田 勝彦 

・昨日のマリン同好会楽しませていただ

 きました。ありがとうございました。 

 

太田 勝彦 

・忘れていました、夏でした。 

 暑いです！ 

 

万殿 慎二 

・９月ほろにが会中止になりました。 

 残念。 

 

菱田 匤樹 

・中野会員のスピーチ楽しみにしており

 ます。 

王   杲 ・中野さんのスピーチをお楽しみ！ 

BOXへ 末永  寛、田中  守、藤井文治郎 

井上 正佳、稲掛 英男 

【ニコニコ箱】 小計 38,000円 今年度累計   156,000円 
目標額 1,300,000円 達成率 12％ 

 

内田 勝彦 

・中野さん、本日のスピーチ楽しみに

 してます。 

 

髙橋 英明 

・中野さんのお話し楽しみにしてい

 ます。 

BOXへ 織田 鉄也、藤井 文治郎、稲掛 英男 

児嶋 雄二 

田中  守 ・中野さんのスピーチ楽しみです。 

林  良訓 ・中野君のスピーチ楽しみに。 

万殿 慎二 ・マリン同好会楽しみました。 

井上 正佳 ・マリン同好会、お疲れ様でした。 

 

山本 拓生 

・松尾さん元気にされてました。 

 炉辺楽しみにされてましたよ。 

中野 孝治 ・新入会員スピーチがんばります。 

 

吉田  修 

・鎮魂 七十五年前の八月六日に思い 

 を寄せて。 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を祈って 

内田 勝彦 ・今年のお盆休みは長くなりそうです。 

BOXへ 万殿 慎二、稲掛 英男、井上 正佳 

藤井文治郎、吉田  修、田中  守 

德田 正彦 

【 】 小計  6,000円  今年度累計  17,000円 
目標額 99,510円 達成率 17％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 万殿 慎二 

【 】 小計  3,000円   今年度累計 24,000円 
目標額 400,000円 達成率 6％ 

吉田  修 ・中野さんのスピーチ楽しみに。 

 

森  正廣 

・ソフトバレーボール始めました。身体

 を動かすのは楽しいですね。 

 

山本 拓生 

・マリン同好会楽しかったです。 

 お疲れ様でした。 

「新入会員スピーチ」 
 

中野 孝治会員 

 

 
 

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  

 

谷口 泰義 

・コロナで絆をなくさない様にしたい

 ものです。 

末永  寛 ・コロナ収まりませんね。 

 

森  正廣 

・広 島 県 庄 原 市「吾 妻 山」1,239 ｍ

 久しぶりの登山は快適でした。 

 

出射 靖生 

・暑い日が続き、セミも狂った様に

 鳴いています。 

德田 正彦 ・暑いです。夏が嫌いになりました。 

吉田  修 ・犠牲になられた方々に思いを寄せて。 

林  良訓 ・毎日暑いですね。 

BOXへ 織田 鉄也 



8/21 京都東 「 ワインの楽しみ方（ワインコンサートを偲ん   
 で） 」           会員 中村 洸士様 

（金） 京都伏見 「例会」    ＊ビジター受付はありません。 

 
京都洛西 

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

馬場 鋭州様（長浜RC） 

 
京都紫竹 

「人類が戦ってきた感染症の歴史！そして
今後このコロナウィルスとどうつきあっていく
のか！」              瀬戸山元一様 

8/24 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 

「児童養護施設の活動を通して伝えたい事」 
社会福祉法人 青葉学園 理事長  

江口 昌道様 

 京都中 「会員スピーチ」 ＊会員のみの例会、 
ビジター受付はありません。 

 京都平安 18：30  次回の例会は、８月３１日（月）の開催予定
になります 

8/25 京都東山 「追悼スピーチ」     会員 渡邊 恭章様 
「新入会員スピーチ」  会員 道端 悠馬様 

（火） 京都西南 「社会奉仕並びに青少年奉仕フォーラム  」
＊ビジター受付はありません。 

 京都洛中 「役と職」 会員 林  章治様 

 京都洛南 「会員増強委員会担当クラブ・フォーラム」 

8/26 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 

「売上げ９０％減少で考えた、ロータリーと 
 四つのテスト」     会員  山口 洋子様 

＊ビジター受付はありません。 

 
京都北東 

新入会員スピーチ「私の人生とビジョン」 
金子 将大様 ＊会員のみの例会、ビジター
受付はありません。 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」 

 京都朱雀 「クラブデー」「委員会報告」 
「私の履歴書」      会員 青竹 邦男様 

8/27 

 
京都南 「就任挨拶」＊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 「理事挨拶」＊ビジター受付はありますが、
例会への出席はご遠慮いただきます。 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「臨時休会」    ＊会員のみの例会とし、 
ビジター受付はありません。 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

 「自己紹介」       会員 中村 雅彦様 

 京都さくら 「筋肉の話と体操」 スポーツジムトレーナー 
兼研修講師 吉松江利子様 

 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 


