
「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 

９-１１月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  ９月１７日（木） クラブ・デー 

 第２回クラブ討論会（会員増強） 

  ９月２４日（木） 第３回クラブ討論会（青少年） 

 １０月 １日（木） 理事役員会 

 １０月１５日（木） クラブ・デー 

 第４回クラブ討論会 

 １０月２９日（木） 休会 
 
＊１０月のほろにが会（10/13）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２７日（日） 第１回インターアクト研修会（Zoom） 

 研修会 13：00～15：30 （万殿会員、中野会員） 

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 

（林会員、井上会員、児嶋会員、中野会員、 

三田会員、王会員、太田会員） 

１０月 ３日（土） 第１回社会奉仕委員長会議 16：00～18：00  

 Ｚｏｏｍによるオンライン研修会 

１１月２５日（水） 第４８回ロータリー研究会 オンライン開催 
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 ２０２０年９月１７日（木）  第１４４２回例会  Vol.３１－９ 

◆ロータリーレート変更 
９月より１ドル１０６円が適用されます。 
（８月は１０５円） 
◆例会変更のお知らせ 
９月１８日（金）京都伏見ＲＣ「休会」 
９月２３日（水）京都西北ＲＣ「休会」 
９月２４日（木）京都乙訓ＲＣ「休会」 

１．千田 適会員が去る９月１２日ご逝去されました 

 （享年７１歳）謹んでお悔やみ申し上げます。 

２．千田会員の逝去にあたり、台湾三重中央ＲＣより

 お悔やみの書状が届きました。 

３．この度、米山奨学生のロイさんがクラブ支援米山

 奨学生に申請し承認されました。従いまして、来年

 ３月まで引き続き当クラブがお世話いたします。 

４．谷口泰義会員が米寿を迎えられました。 

５．ロータリー希望の風奨学金（一人 当たり２千円）

 をクラブ義捐金より寄付し、ガバナー事務所から

 お礼状が届きました。 

６．１０月開催のほろにが会も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。 

日 時 2020 年９月１０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、森、 

 稲掛、織田、王、林、出射、末永、三田の各会員 
 

議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 
 ⇒ 地区大会などの分担金の返金6,000円と前年度と今年度 
  臨時休会となった例会費を下半期会費にて清算する。 
３．１０月例会プログラムについて 
 ⇒ 未定日は「会員スピーチ」とする。 
４．秋の家族会および炉辺会合の開催について 
 ⇒ 当面開催を見送る。 
５．第２回クラブ討論会（会員増強）について 9/17（木） 
 ⇒ 井上委員長に一任。会員増強はコロナ禍のなか 
  例会開催状況も含めて難しい。 
６．第３回クラブ討論会（青少年）について  9/24（木） 
 ⇒ 織田委員長に一任。先日の地区青少年委員長会議 
  の報告など 
７．第４回クラブ討論会について 
 ⇒ スマホ、ＳＮＳの利用状況、ZOOM会議などの 
  オンライン会議について話し合う。 
８．前年度の繰越金の取り扱いについて 
 ⇒ 例年通り前年度の繰越金から１００万円を特別 
  会計へ 
９．その他 
 ・グローバル補助金奨学金の申請について 
 ・「心の絵」展、１２月開催について  
 ・2020-21年度IMの開催状況について 
 ・千田会員、鎌野会員のお見舞いについて 

 

「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 
 

生きる喜び深めんと 

ともにつくりし なごみの場 

都の西に根づきたる 

ロータリアン オブ カツラガワ 
 

仲間と夢をひろげんと 

ともに集いし 木曜日 

四つのテストをたしかめる 

ロータリアン オブ カツラガワ 

例会プログラム 

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 

「第２回クラブ討論会」（会員増強） 

     井上 正佳会員 
 

閉会点鐘    13：30   

 

 

ポリオ根絶活動協賛 第75回京都市内24ＲＣ 

懇親チャリティーゴルフ大会開催のご案内 
 

開催日時  ２０２０年 １０月 ３日（土） 

  スタート午前８：００～ 随時  

受付開始 ７時００分～各スタートの３０分前まで 
   

開催会場  瀬田ゴルフコース 

参加費  ６，０００円 （２千円をﾎﾟﾘｵ根絶活動 

             協賛金として充当） 

参加者  林、井上、児嶋、中野、三田、王  

    太田の各会員 

 

・表彰式並びに懇親会の開催はありません 

・ニアピン等も密を避けるため計測出来ないと判断し賞 

 として設けません。 

・ゴルフに参加されない方もポリオ根絶活動協賛金として 

 金２,０００円ご協力お願いします。 



９月１０日（木）例会   
会員数 ３１名（内出席免除１１名）  
出席者 ２３名（３名）  １００％ 
ご来客  １名 

 

９月２４日（木） 
 「第３回クラブ討論会」（青少年奉仕） 
   織田 鉄也会員 
   森  正廣会員 

【 】 小計    0円  今年度累計  26,000円 
目標額 99,510円 達成率 26％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 吉田   修、織田 鉄也、万殿 慎

【 】 小計  4,500円   今年度累計 33,500円 
目標額 400,000円 達成率 8％ 

「米山奨学生スピーチ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

カストロ アラヤ，ロイネル フランシスコ君 

【ニコニコ箱】 小計 20,500円 今年度累計   257,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 20％ 

髙橋 英明 ・ロイ君のお話し楽しみにしてます。 

BOXへ 織田 鉄也、児嶋 雄二、田中  守 

稲掛 英男、王   杲、三田 昌資 

出射 靖生 ・ロイ君のスピーチ楽しみに。 

井上 正佳 ・米山奨学生のスピーチ楽しみです。 

 

吉田  修 

・万殿会長、先週のガバナー公式訪問を

 終えて一息つきましたね。 

太田 勝彦 ・少し涼しくなりました。 

林  良訓 ・台風１０号それて良かった。 

【 】小計 13,500円 今年度累計 128,500円 

目標額 597,060円 達成率 22％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

万殿 慎二 ・清掃活動参加の皆様ご苦労様でした。 

末永  寛 ・ロイ君のお話しを楽しみに。 

林  良訓 ・ロイ君のスピーチを楽しみに。 

 

 

吉田  修 

・９月に入って吹く風も秋のそれ 

 だんだんいい季節になることでしょ

 う。 

 

菱田 匤樹 

・ロイさんスピーチ楽しみにしてい

 ます。 

BOXへ 織田 鉄也、稲掛 英男、田中  守 

井上 正佳 

万殿 慎二 ・暑さが和らぎましたね。 

 

森  正廣 

・磐越西線、只見線、飯山線、ローカル

 線の旅 満喫！ 

【 】小計 20,500円 今年度累計 149,500円 
目標額 744,000円 達成率 20％ 1人当たり24,000円以上 

万殿 慎二 ・ロイ君、本日はよろしくお願いします。 

王   杲 ・ロイ君のスピーチを楽しみに。 

９月は「基本的教育と識字率向上月間」 

 

会員誕生日お祝い   

  ４日 王  杲会員  ６日 万殿慎二会員 

 １３日 谷口泰義会員   ２８日 出射靖生会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

 １０日 山本拓生会員夫人 真由美様 

   １５日 髙橋英明会員夫人 友子様 
 

結婚記念日お祝い 

 ３０日 井上正佳会員 ３０日 太田勝彦会員 
  

創業記念日お祝い 

  １日 千田 適会員 法律事務所なみはや 

  １日 末永 寛会員 (有)インテリア末永 
 

９月おめでとうございます 

 

吉田  修 

・ロイ君元気ですか？きょうはごくろう

 さまです。 

森  正廣 ・ロイ君の話、楽しみに。 

林  良訓 ・河川清掃活動、毎年ご苦労様です。 

 

谷口 泰義 

・炉辺会合はいつ開催できるようになるの

 でしょうか？ 

出射 靖生 ・ガバナー公式訪問欠席おわび。 

瀬田 保二 ・やっと涼しく成りました。 

BOXへ 織田 鉄也、稲掛 英男、田中  守 

井上 正佳、末永  寛、三田 昌資 

ロイさんに終了証、髙橋会員にカウンセラー感謝状
を贈呈 



9/18 京都東 「 三味線よもやま話 」一般財団法人 杵勝会 
 理事 長唄三味線奏者 杵屋勝七郎様  

（金） 京都伏見 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛西 「民法の改正について」 
京都市弁護士会 会長 日下部和弘様 

 
京都紫竹 

「クラブ・フォーラム② 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  

9/21 京都西 「祝日休会」 

（月） 京都紫野 「祝日休会」 

 京都中 「祝日休会」 

 京都平安 18：30 「祝日休会」 

9/22 京都東山 「祝日休会」 

（火） 京都西南 「祝日休会」 

 京都洛中 「祝日休会」 

 京都洛南 「祝日休会」 

9/23 京都 短縮例会（12:30～13:00）プログラムなし 

（水） 京都西北 「休会」(定款第８条第１節(ｃ)による) 

 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。 

9/24 

 
京都南 新会員スピーチ 

「完璧より前進」       小木曽 元会員 

（木） 京都北 「臨時休会」 ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「恕＆リスクマネージメント」 
会員   池田 義和様 

 京都洛東 「ガバナー公式訪問所感」 
RI第2650地区ガバナー 松原 六郎様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員スピーチ」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

→26日(土)に変更 ～家族親睦会～ 

 京都さくら 「休会」（クラブ定款第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 


