
「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 

１０-１２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 １０月２９日（木）  休会 

 １１月 ３日（祝） 第２８回京都桂川ＲＣ会長杯野球大会 

   ８時集合、８時３０分開始 小畑川グランド 

 １１月 ５日（木） 理事役員会 

 １１月 ５日（木） 嵐峡の清流を守る会「第４１回大堰川幼魚

  放流行事」 嵐山通船の河川敷 10：30集合 

 １１月１９日（木）   クラブ・デー 第５回クラブ討論会 

 １２月 １日（火） 「心の絵」展開催 ギャリエヤマシタ 

    ～６日（日）  11：00～18：00（最終日17：00） 

 １２月 ３日（木） 年次総会 理事役員会 

 

 

 

 

◆地区行事  

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Ⅰ1～3 WEB研修会 

１０月２４日（土） 第2650地区RLIパートⅠ4～6 WEB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） 

１１月１４日（土） 2020-21年度 台北国際大会説明会 

 オンライン開催 15：00～16：00 
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ロータリー初の女性会長ノミニーに 

ジェニファー Ｅ．ジョーンズ氏 

 
 ジェニファー E. ジョーンズ氏
（カナダ、ウィンザー・ローズラ
ンド・ロータリークラブ所属）が
2022-23年度の国際ロータリー
会長として指名されました。 
 115年に及ぶロータリーの歴史

で初の女性会長となります。 
 ロータリーの行動計画は、ロータリーによるイン
パクトを高めるための推進剤であるとジョーン氏は
話します。「新しい戦略的優先事項を検討する中で
近年の歴史の中でも紛れもなく最も重大な時期に、
ロータリーの『適応力』が私たちの道しるべになろう
とは誰も予想していませんでした」と、自身のビ
ジョンの中でジョーンズ氏は述べています。「希望
の兆しは最も困難な状況から生まれるものです。 
測定可能な目標を基軸として、私はこの歴史的な状況
を生かし、今日の現実を反映した機会をとらえ、 
培い、伝えていきます」  
 初の女性会長に指名されるにあたり、ジョーンズ氏
はロータリーの「多様性、公平さ、開放性（DEI）
に関する声明」の重要性を理解しています。「多様性
公平さ、開放性を最優先し、女性会員や40歳未満の
会員を増やすには、まずリーダー陣がこれを実践し
そのメンバー構成に反映させていく必要がありま
す」とジョーンズ氏。「どちらの目標でも2桁の成
長を目指し、決してロータリーファミリー全体を見
失わないようにします」 
 ジョーンズ氏は、ウィンザーにあるMedia Street Pro-

ductions Inc.の創業者兼社長です。ウィンザー大学の理
事長、ウィンザー・エセックス地域商工会議所の会頭を
務めたほか、その奉仕活動が称えられ、YMCA Peace 

Medallion、Queen's Diamond Jubilee Medalを受勲し、
カナダ人初のウェイン州立大学Pecemaker of the Year 

Awardを受賞しています。 
 また、法学の博士号（LL.D.）を有しています。   

記事 Ryan Hyland より抜粋 

１．本日例会終了後、役員指名委員会を開催いたし

 ます。2017-2020度のパスト会長ならびに会長エレ

 クトは、出席をお願い致します。 

２．１０月１７日（土）第１回社会奉仕委員長会議が 

 Ｚｏｏｍによるオンライン研修会で開催されます。

 内田幹事が出席いたします。 

３．１０月２９日（木）の例会は休会です。 

４．今年度インターシティーミーティング（IM）は

 来年４月２４日（土）、京都洛西ＲＣのホストにより

 開催されます。新型コロナウィルス感染拡大を考慮

 してWEBなどを利用したリモート形式での開催予定

 です。 

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 

クラブ・デー 

 「第４回クラブ討論会」 

  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 

          内田 勝彦幹事 
 

閉会点鐘    13：30   

 

◆例会場変更のお知らせ 
  やまとまほろばＲＣ １１月１２日（木）より 
  新例会場   三輪山会館 

 

 会員夫人誕生日お祝い 

   ３０日 太田勝彦会員夫人 昌代様 

 結婚記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 １７日  髙橋英明会員 

 １８日  吉田 修会員 ２６日  上山泰弘会員 

 ２６日 中野孝治会員 

 創業記念日お祝い 

 １０日 上原従正会員 (医)上原医院 

   １０月おめでとうございます 

 

 

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
フ大会が開催されました。 
林会員、井上会員、中野会員
三田会員、王会員、太田会員
が参加されました。 



１０月８日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１１名）  
出席者 ２３名（４名） １００％ 
ご来客  ０名 

 

１０月２２日（木） 
 「会員スピーチ」 
   中川 俊夫会員 
   内山 正元会員 

【 】 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 井上 正佳、吉田  修、万殿 慎二 

【 】 小計  4,000円   今年度累計 53,500円 
目標額 400,000円 達成率 13％ 

「会員スピーチ」 
 
 
 
 

 

【ニコニコ箱】 小計 19,000円 今年度累計   353,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 27％ 

稲掛 英男、吉田  修 

・王会員、林会員のスピーチを楽しみに。 

BOXへ 三田 昌資、児嶋 雄二 

【 】小計 14,000円 今年度累計 187,500円 

目標額 597,060円 達成率 31％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

上原 従正 ・王会員、林会員のスピーチを楽しみに。 

 

吉田  修 

・山本拓生さん 

 ご子息のご活躍うれしいことですね。 

 

 

内山 正元 

・「伊藤若沖」という本を読みました。 

 若沖は、元々、錦市場の青物商の跡取

 りだったのです。 

BOXへ 藤井文治郎、三田 昌資、井上 正佳 

万殿 慎二、林  良訓、田中  守 

稲掛 英男 

【 】小計 20,000円 今年度累計 702,500円 
目標額 744,000円 達成率 94％ 1人当たり24,000円以上 

瀬田 保二 ・王様、林様のお話し楽しみに。 

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

BOXへ 三田 昌資、末永  寛、稲掛 英男 

藤井文治郎、菱田 匤樹、田中  守 

林  良訓、吉田  修、万殿 慎二 

林  良訓 ・王会員がんばって下さい。 

 

瀬田 保二 

・今日は１１月の気温らしいです。 

 皆様ご自愛下さい。 

 

森  正廣 

・答志島ハイキング、あいにくの雨で 

 したがGO-TOで楽しみました。 

谷口 泰義 ・米山月間に賛同して。 

森  正廣 ・台風はどうでしょうか。 

 

王   杲 

・２４ RCチャリティーゴルフ大会

 楽しかったです 

 

 

 

中野 孝治 

・ポリオ撲滅活動協賛チャリティー

 ゴルフに参加しました。結果は１０５

 位で下から３番目でした。ガンバリ

 ます！ 

 

前回例会においてご案内

いた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

の発展月間」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。 

 

  王    杲会員     林  良訓会員 

 

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） 

髙橋 英明、藤井文治郎、田中  守 

井上 正佳、万殿 慎二 

・王会員、林会員のスピーチを楽しみです。 

中野 孝治 

・王会員、林会員のスピーチを楽しみにしております。 



10/16 京都東 「日本語の特異性がコロナ感染を防いでい
る？」           会員 長谷川 晃様 

（金） 京都伏見 ～情報集会例会～ 

 京都洛西 「米山月間に寄せて」国際ロータリー第2650地区 
 米山奨学委員会 委員長 下川 和馬様 

 京都紫竹 親睦旅行のため、例会変更 
＊ビジター受付はありません。 

10/19 
京都西 

「会員増強・退会防止のための今」 
RI第2650地区会員増強・拡大 
委員長 長浜RC会員 馬場 鋭州様 

（月） 京都紫野 「ラジオショッピングが売れる理由！伝わる話
し方とは？」αステーション DJ 森 夏子様 

 京都中 「疫病・御霊会・祇園祭」  
祇園祭山鉾連合会副理事長 大嶋 博規様 

 京都平安 18：30 米山月間「10代と20代の私」 
米山奨学生 柳   多慧さん 

10/20 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 「福田美術館のコレクションについて」 
福田美術館 学芸課長 岡田 秀之様 

 京都洛中 「笑い小噺のつくり方教えます」 
落語家 月亭天使様 

 
京都洛南 

京都伏見ＲＣとの合同例会 
「ガバナー公式訪問所感」 

ＲＩ第2650地区ガバナー 松原 六郎様 

10/21 京都 短縮例会（12:30～13:00） プログラムなし 

（水） 京都西北 「 父を偲んで 」     会員 澤田 守成様 

 京都北東 「臨時休会」 ＊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」  ハッピーバースデー  3名 
米山奨学生スピーチ 「人生を振り返って、 
 未来への発想」        聶   驛権君 

10/22 

 
京都南 新会員スピーチ 

「自己紹介」         山中 一茂会員 

（木） 京都北 「臨時休会」 ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛北 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 

 京都洛東 「ひとがたとともに」 
御所人形作家 島田 耕園様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

ロータリー情報委員会担当例会 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「ゴルフ 我流シングルへの道」 
会員  山内 克己様 

 京都さくら ～秋の夜長を楽しむ会～ 例会場移動  
＊ビジター受付はありません。 

 京都乙訓 「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 


