
「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 

１１-１２月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 

 １２月２４日（木）  クリスマス例会開催の為、２６日（土）に変更 

 １２月２６日（土） 「クリスマス家族例会」 ｻﾞ･ｻｳｻﾞﾝﾄﾞｷｮｳﾄ 

 

 

 

 

 

 

◆地区行事  

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 （万殿会員、内田会員、王会員） 

１２月 ６日（日） クラブ会長と松原ガバナーとの第２回ＷＥＢ懇談会

 14：00～16：00               （万殿会員） 
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 ２０２０年１１月５日（木）  第１４４８回例会  Vol.３１－１５ 

１．１０月３１日（土）地域別職業奉仕懇談会がオン

 ライン会議で開催されました。万殿会長、中川会員

 が出席されました。 

２．１１月３日（祝）小畑川グランドにおいて、第28 

 回京都桂川RC会長杯野球大会の開会式が行われま

 した。万殿会長と織田青少年奉仕委員長が出席いた

 しました。 

３．本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

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 

「異文化、異なる価値観の中でのスポーツについて」 

  追手門学院大学社会学部教授  

      松山 博明様 
 

閉会点鐘    13：30   

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各ロータ
リークラブのビジター受付の対応はクラブにより異
なります。他クラブの例会出席の際には、事前に当
事務局に確認のうえ、ご出席ください。 

 

◆例会場変更および休会のお知らせ 
１１月１２日（木）京都南ＲＣ、京都洛西ＲＣ 
１１月１３日（金）京都洛西ＲＣ 
１１月１７日（火）京都東山ＲＣ 
１１月１９日（木）京都北ＲＣ 
１１月２０日（金）京都紫竹ＲＣ 
１１月２４日（火）京都洛南ＲＣ 
１１月２５日（水）京都西北ＲＣ、京都嵯峨野ＲＣ 
    京都朱雀ＲＣ 
 ＊ビジター受付はありません。 
 
 

 

松山 博明（まつやま・ひろあき）様 
 

1967年8月31日生まれ。京都府京都市出身。 
京都府立山城高校卒業後、早稲田大学に進学。 
大学卒業後は、古河電気工業サッカー部に入社、以後
フジタ工業を経て湘南ベルマーレ、東芝、コンサドー
レ札幌でプレーした。 
ジュニアユース代表、ユース代表、全国高校サッカー
選手権大会得点王（1984年度）、 
全国高校サッカー選手権大会ベスト8の経歴を持ち、
湘南 ベルマーレ時代にはJ1リーグ昇格、天皇杯全日本
サッカー選手権大会優勝、3位などの成績を残した。 
指導者としては、コンサドーレ札幌コーチから始まり、 
仙台育英学園高校監督、ベガルタ仙台ジュニアユース
監督、ヴィッセル神戸サテライト監督、ヴィッセル
神戸監督代行、滝川第二高校コーチ、大分トリニータ
では強化担当、サテライト監督、 監督代行、コーチ
を歴任。 
2010年7月からブータン代表監督、アカデミーヘッド
コーチを務める。 
主な成績は、J1リーグ昇格（札幌）、高円宮杯全日本
ユース（U-18）サッカー選手権大会ベスト8（仙台育
英高校）、 高円宮杯全日本ユース（U-18）サッカー
選手権大会3位（滝川第二高）、Jリーグヤマザキナ
ビスコカップ優勝（大分）。 
現在、追手門学院大学社会学部教授。 

 

「マリン同好会」ＢＢＱのご報告 
 

 日にち ２０２０年１０月１７日（土） 

  場 所 マリーナ雄琴 

 参加者 林、井上、万殿、森、太田、三田

    德田、内田、王の各会員、内田夫人 
 

 当日は朝から小雨が降っておりましたが、せっ
かくなので開催することになりました。 
11時過ぎからアルコールが入り12時の時点では 
もうすでにいい加減にできあがっていた林会員が 
同じようにできあがっている森会員と徳田会員に
「シシャモもう焼けてまっせ」といいながら生焼け
を渡していました。でも渡された方もできあがっ
ているので「美味しいですわ」と言って食べている
時には、かなり降ってました。今回はマリン同好会
ではなくバーべキュー同好会でした。 
毎月第一日曜日にマリン同好会（BBQ同好会）
を定例で行います。皆さんご参加ください！ 

（報告：太田勝彦会員） 

米山功労者表彰 
稲掛会員と 

万殿会長 



１０月２２日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１０名）  
出席者 ２３名（３名） １００％ 
ご来客  ０名 

 

１１月１２日（木） 
「会員スピーチ」 
        上原 従正会員 
   谷口 泰義会員 

【 】 小計  1,000円  今年度累計  29,000円 
目標額 99,510円 達成率 29％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 吉田  修、林  良訓、谷口 泰義 

【 】 小計  3,000円   今年度累計 61,500円 
目標額 400,000円 達成率 15％ 

「会員スピーチ」 

【 】小計 12,000円 今年度累計 724,500円 
目標額 744,000円 達成率 97％ 1人当たり24,000円以上 

 

菱田 匤樹 

・中川会員、内山会員のスピーチ楽しみ

 に。 

  １１月は 「ロータリー財団月間」 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、吉田  修 

中野 孝治、三田 昌資、井上 正佳 

【 】小計 11,000円 今年度累計 215,500円 

目標額 597,060円 達成率 36％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

・中川さん、内山さんのスピーチ楽しみです。 

万殿 慎二、林  良訓 

 

末永  寛 

・中川さん、内山さんのお話を楽しみ

 に。 

BOXへ 太田 勝彦、稲掛 英男、田中  守 

井上 正佳 

 

吉田  修 

・藤井文さん 

 先日は、ありがとうございました。 

 

森  正廣 

・久しぶりのバーベキュー楽しかった

 です。雨の雄琴もいいですネ。 

  内山 正元会員     中川 俊夫会員      

【ニコニコ箱】 小計 20,000円 今年度累計   395,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 30％ 

BOXへ 三田 昌資、中野 孝治、児嶋 雄二 

・中川さんと内山さんのスピーチを楽しみに。 

王   杲、稲掛 英男、井上 正佳 

田中  守、藤井文治郎 

 

髙橋 英明 

・内山先生、中川さんのお話し楽しみ

 にしてます。 

 

德田 正彦 

・林会員、先日はお世話様でした。 

 久しぶりに呑みました。 

万殿 慎二 ・マリン同好会ＢＢＱ楽しみました。 

 

太田 勝彦 

・林さん、会長、先日はありがとう

 ございました。 

 

吉田  修 

・１０月２０日でロータリー１００周 

 年、おめでとうございます。 

 

森  正廣 

・毎週、テニスとソフトバレーで 

 ふらふらです。 

 

内山 正元 

・先週、宮崎へ行ってきました。伊丹 

 宮崎共に空港は混雑していました！ 

 

上原 従正 

・中川会員、内山会員のスピーチを

 楽しみに。 

林  良訓 ・先日は皆様、ありがとうございました。 

 

王   杲 

・マリン同好会は楽しかったです。 

 万殿会長お疲れ様でした。 

BOXへ 谷口 泰義 

米山月間はなぜ１０月？ 
 

 国際ロータリー理事会が指定したロータリーの特別

月間に加え、日本独自の月間テーマとして、10月は

米山月間となっています。 

なぜ、10月なのでしょうか？ 

1975年8月、米山梅吉翁が逝去した4月28日までの1週

間を「米山週間」とすることが決定しました。ある地

区ですでに行われていた強化活動を全国へ広げ、米山

奨学事業を促進することが目的でした。しかし1980

年度になると、米山週間は4月から10月1日～7日へと

変更されました。 

その理由はいくつかあります。一つには「ロータリー

雑誌週間」が1978年度から4月となり、重なってしまっ

たこと。また、4月では各クラブへ送付される事業報

告書などの資料数字が約1年前のものとなることや、

採用されたばかりの奨学生に卓話を依頼することに

無理がある、ストが多い、などの現実的な支障があっ

たためです。 

そして何よりも、東京ＲＣによる米山基金から日本

全地区クラブの共同事業とする決議や合意が行われた

地区大会が、いずれも10月だったこと、これが大き

な理由とされています。 

1983年からは週間制度が「月間」となり、10月が

米山月間として定着し、今に至っています。 



11/6 
京都東 

「ラオスからやってきた象にまつわる物語」  
 O・E・S㈱代表取締役社長  
   京都洛中R.C.会員      大野 嘉宏様 × 

（金） 
京都伏見 

「【３密対策】CO2計測で密閉空間の「換気の 
 見える化」」             中村   道一 会員 × 
「R財団月間にちなんで(仮題)」北倉功壹会員  

 京都洛西 「音楽例会」                                       〇 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム③ 連絡事項のライング 
 ループ化について」     若宮 隆幸会員 × 

11/9 京都西 「私の職業と歓び」                                × 
会員 金井 勇人様、会員 木全 秀文様 

（月） 京都紫野 「第3回クラブフォーラム（職業奉仕部門）」× 

 京都中 「京都市の住みよい交通を見据えて」   × 
京都市議会議員  江村 りさ様 

 京都平安 18：30 次回の例会は、11月16日（月）の開催予定
になります。                   × 

11/10 京都東山 「米山奨学フォーラム＆奨学生スピーチ」 ×
委員長 池田 敏子様、奨学生 王 文聡様  

（火） 京都西南 クラブデー 「コロナ後のインバウンド市場に 
 ついて」           中西 真也会員 × 

 京都洛中 「今様歌舞楽の世界」              ▲ 
日本今様謌舞楽会 会長 石原さつき様 

 京都洛南 「会員スピーチ」   会員 大東 和子様 × 

11/11 京都 - 新会員スピーチ-「家で出来る事」    ▲ 
大村 泰志様  

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                  × 
「会員組織部門 第４回クラブフォーラム」 

 
京都北東 

「2020-2021年度財団セミナーDVD視聴」 
ＲＩ2650地区財団資金推進委員会 委員長 
Ｒ財団委員会 委員長  西村 泰明様 × 

 京都嵯峨野 「ガバナー公式訪問所感」           × 
RI第2650地区ガバナー 松原 六郎様    

 
京都朱雀

「クラブデー」  ハッピーバースデー  5名 
会員スピーチ 「私の履歴書」           ▲ 

壁瀬 宥雅様、木村雄太郎様 

11/12 

 
京都南 「休会」    ＊ビジター受付はありません。 × 

（木） 京都北 ｢環境危機を乗り越えるために｣         × 
龍谷大学 政策学部 教授 大島 堅一様 

 京都洛北 「クラブデー」                  ▲ 

 京都洛東 「日々是おおきに」              ▲ 
ジャズシンガー 真箏MAKOTO様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「ロータリー財団フォーラム」         × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

 ｢皇位継承問題｣  会員 津田 定明様   × 

 京都さくら 「クラブ・フォーラム」～15周年に向けて～× 

 京都乙訓 「特別休会」                  × 
＊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 

〇…ビジター受付を行っているクラブ 
▲…ビジター受付はあるが、例会には参加できないクラブ 
×…ビジター受付を行っていないクラブ  


