
「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 

１０-１１月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 

 指名委員会 

 １０月２９日（木）  休会 

 １１月 ５日（木） 理事役員会 

 １１月１９日（木）   クラブ・デー 第５回クラブ討論会 

 
＊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  

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１７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（内田会員） 

１０月１８日（日） ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI) 

 第2650地区RLIパートⅠWEB研修会（山本会員） 

１０月３１日（土） 地域別職業奉仕懇談会 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 

 会場での会議とオンライン会議を開催 

（ｵﾝﾗｲﾝ会議出席、万殿会長、中川会員） 
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 ２０２０年１０月１日（木）  第１４４４回例会  Vol.３１－１１ 

１．本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

２．９月２７日（日） 第１回インターアクト研修会が

 ZOOM会議で開催されました。万殿会長、中野イン

 ターアクト委員長が参加いたしました。 

３．１０月３日（土） 瀬田ゴルフ倶楽部において、 

 ポリオ撲滅活動協賛第75回京都市内24ＲＣ懇チャ

 リティーゴルフ大会が開催されます。林会員、井上

 会員、児嶋会員、中野会員、三田会員、王会員、

 太田会員が参加されます。 

例会プログラム 

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 

「会員スピーチ」 

     瀬田 保二会員 

     山本 拓生会員 
 

閉会点鐘    13：30   

 

「第２８回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会」 

開会式のお知らせ 
 

  日 時 ２０２０年１１月３日（火・祝） 

    ８時集合、８時３０分開始 

 

  場 所 小畑川グランド  

 

西京少年野球会に所属するチームで行われる 

大会で、６年生が引退をして新しく５年生が  

レギュラーとして参加する新人戦です。 

毎年、当クラブが協賛し、今年で２８回目を 

むかえます。 

開会式では、会長が始球式を

行っています。 

 

ご参加の方は事務局まで 

お知らせ下さい。 

◆例会変更のお知らせ 
 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、会員のみの
例会、臨時休会、時間短縮、ビジター受付なし、など 
各クラブの対応が様々です。他クラブ例会参加をご検討
の際には事前に事務局にお問い合わせください。 
 
１０月 ７日（水）京都ＲＣ「創立９５周年記念例会」 
１０月 ８日（木）京都北ＲＣ「休会」 
１０月１２日（月）京都中ＲＣ「お月見例会」 
１０月１４日（水）京都朱雀ＲＣ「休会」 
１０月１６日（金）京都紫竹ＲＣ「親睦旅行」 
１０月２２日（木）京都乙訓ＲＣ「休会」 
     京都北ＲＣ「休会」 
１０月２９日（木）京都乙訓ＲＣ「休会」 

 

 

障がい者アートの感動と力をみんなへ 

「心の絵」展のご案内 

 

ギャリエ ヤマシタ 
寺町通り三条上ル天性寺前寺町537 

 

１２月１日（火）～６日（日） 

 

１１：００～～１８：００ 

（最終日１７：００まで） 

ロータリー米山記念奨学事業とは・・・ 
公益財団法人ロータリー米山奨学会は、日本のロータ
リーが協同で運営する民間奨学団体です。米山奨学会で
は日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、支援する
国際奨学事業を行っています。 
ロータリー米山記念奨学金の特長 
交流を大切にしています。奨学生は毎月１回以上、世話
クラブの例会に出席し、会員との交流によって日本の社
会を知り、ロータリークラブについて学びます。また、
奨学期間終了後も「ロータリー学友」として、国際ロータ
リーの国際的コミュニティに参加することができます。 
〇世話クラブ・カウンセラー制度 
  奨学生一人ひとりに地区内のロータリークラブが
 「世話クラブ」となります。奨学期間中、奨学生
 は世話クラブで奨学金を受け取り、交流します。
 さらに、世話クラブの会員が「カウンセラー」と
 なって、日常の相談役をつとめます。 
〇民間最大の国際奨学事業 
 2020学年度奨学生数は883人、事業費は14億6千万円   
 （2019-20年度決算）と、外国人留学生を対象とする
 民間奨学金では国内最大規模です。これまでの累計
 奨学生数は21,624人（2020年7月現在）、その出身
 国は世界129の国と地域に及びます。 



９月２４日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１０名）  
出席者 ２４名（４名）  １００％ 
ご来客  ０名 

 

１０月８日（木） 
 「会員スピーチ」 
    王   杲会員 
   林  良訓会員 

【 】 小計    0円  今年度累計  28,000円 
目標額 99,510円 達成率 28％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 吉田   修 

【 】 小計  3,000円   今年度累計 41,500円 
目標額 400,000円 達成率 10％ 

「第３回クラブ討論会」（青少年奉仕） 

【ニコニコ箱】 小計 24,000円 今年度累計   305,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 24％ 

 

内田 勝彦 

・織田さん、森さん 

 本日はよろしくお願いします。 

BOXへ 三田 昌資、髙橋 英明、織田 鉄也 

児嶋 雄二 

 

井上 正佳 

・織田さん、森さん 

 スピーチ楽しみにしてます。 

王   杲 ・織田さんと森さんのお話を楽しみに。 

 

出射 靖生 

・森会員、織田会員 

 スピーチ楽しみに。 

林  良訓 ・織田さん出番が増えてきましたね。 

【 】小計 14,000円 今年度累計 159,500円 

目標額 597,060円 達成率 27％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

 

末永  寛 

・森さんと織田さんのお話しを楽し

 みに。 

谷口 泰義 ・織田さんのスピーチに期待して。 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 

 

内田 勝彦 

・万殿さん、井上さん、先日はありが

 とうございました。 

BOXへ 万殿 慎二、井上 正佳、織田 鉄也 

田中  守、林  良訓 

 

吉田  修 

・織田さん 

 きょうは頑張ってください。 

【 】小計 16,000円 今年度累計 663,500円 
目標額 744,000円 達成率 89％ 1人当たり24,000円以上 

 

菱田 匤樹 

・織田会員、森会員のスピーチ楽しみに 

 しております。 

BOXへ 井上 正佳、万殿 慎二、吉田  修 

三田 昌資、末永  寛、田中  守 

 

万殿 慎二 

・林さん、内田さん、井上さん楽しい

 時間をありがとうございます。 

 

山本 拓生 

・今日は青少年奉仕についてお勉強させ

 ていただきます。 

 

 

森  正廣 

・三国休暇村～雄島～東尋坊～三国港

 ３時間「荒磯遊歩道」ハイキング、

 絶景です。 

稲掛 英男 ・早退おわび。 

谷口 泰義 ・森様のスピーチに期待して。 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を願って。 

内田 勝彦 ・先週例会欠席おわび。 

田中  守 ・早退おわび。 

 

林  良訓 

・森さんの久しぶりのスピーチ楽し

 みに。 

 

 

出射 靖生 

・日本の老人１００才以上が８万人を

 越えました。但し男性は１万人以下

 です。 

 

万殿 慎二 

・織田さん、森さん クラブ討論会 

 よろしくお願いいたします。 

森  正廣 ・本日、青少年フォーラムです。 

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 

 

 

前回例会においてご案内し

ましたロータリー月間の 

ポスターを製作いたしまし

た。 

１０月は「経済と地域社会の

発展」および「米山」月間で

す。会員各位の勤務先などに

掲示いただきロータリーの

広報にご協力をお願い致し

ます。 

 

   １０月は 「経済と地域社会の発展月間」 
         「米山月間」 



10/2 京都東 「夜の例会」開催のため、例会時間臨時変更 
＊ビジター受付はありません。 

（金） 京都伏見 ～米山奨学生スピーチ～  
米山奨学生 呉  蕙伊 さん 

 京都洛西 「最近ハマっていること」 
米山奨学生  レナード君 

 京都紫竹 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

10/5 京都西 「日本での留学生活」 
米山奨学生  楊 心 妤さん 

（月） 京都紫野 -米山奨学生スピーチ-「日本と韓国、両国
の架け橋になるための第一歩」 盧 輝貞様 

 
京都中 

 -米山奨学生スピーチ-「私の国エジプトと 
日本～友好的な未来に向けて～」 

フォアド、アリア アハメド ヘルミー様 

 京都平安 18：30 「電気を飛ばす、未来がそこに。」 
㈱エレクトロンヴェクシー CEO 池内 智彦様  

10/6 京都東山 「臨時休会」 ＊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 

-米山奨学生スピーチ- Ｚｏｏｍによる 
「自己紹介と現状紹介」  

米山奨学生  劉 梅竹さん 

10/7 京都 「創立95周年記念例会」の為、例会時間を変更 
＊ビジター受付は平常通り行われます。 

（水） 京都西北 「学生生活とコロナ 」 2019-21年度米山 
奨学生 サイサニット ウサバディさん 

 京都北東 米山奨学生スピーチ 「私の過去、現在、 
未来」 米山奨学生 林 慶 澈君 

 京都嵯峨野 「庭園の継承」     会員 小林 正則様 

 京都朱雀 会員スピーチ 「私の履歴書」 
福川 雅之会員、 権  五明会員 

10/8 

 
京都南 -新会員スピーチ-「吹かそう南の新しい風」 

佐山 義幸会員 

（木） 京都北 「臨時休会」 ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「クラブデー」 

 
京都洛東 

「クラブフォーラム」（職業奉仕委員会担当） 
おこしやす京都AC 代表取締役  

添田 隆司様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「米山奨学生スピーチ」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

－米山スピーチ－｢言語とアイデンティティ｣ 
 米山奨学生 リュウ ハンイ―さん 

 京都さくら 「居合道とは」   行政書士 
寺川行政書士事務所 寺川 成人様 

 
京都乙訓 

「私の国エジプトと日本〜友好的な未来に
向けて〜」 米山奨学生 

 フォアド，アリア アハメド ヘルミー様 

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 


