
「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１０日（木）  第２回クラブ協議会（上半期締め括り） 

 １２月１７日（木）  故 千田 適会員追悼例会 

 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 

  １７：３０受付、１８：００～ 

 １２月３１日（木） 休会 

 

  
 

 

 

◆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） 

 

 

 ＊１2月のほろにが会（12/8）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。 
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 ２０２０年１１月１２日（木）  第１４４９回例会  Vol.３１－１６ 

１．１１月６日(金）台湾三重中央RC創立３２周年

 記念式典例会が開催されました。当クラブから 

 会長より祝辞のメッセージ動画をお送りいたしま

 した。 

２．１１月１４日（土）2020-21年度台北国際大会 

 説明会がオンラインで開催されます。万殿会員、 

 内田会員、王会員が参加いたします。 

３．１２月２４日（木）の例会を日時変更して、２６日

（土）にクリスマス家族例会を開催いたします。 

日 時 2020 年１１月５日(木) 例会終了後 

場 所 ザ・サウザンド キョウト 
出席者 万殿、山本、髙橋、内田、田中、菱田、森、稲掛 
 織田、王、三田の各会員 
 

議 事 
１．前回議事録の確認 
２．月次会計報告 
３．１１月例会プログラムについて 
４．第28回京都桂川RC会長杯野球大会について 
 ⇒ 西京少年野球会より予算の増額依頼があった。 
  対外広報の貴重なプログラムのため、10万円に増額。 
５．第５回クラブ討論会について  11/19（木） 
 ⇒ 林委員長と会長で、相談の上で進行する。 

６．「心の絵」展について  12/1（火）～12/6（日） 
 ⇒ 出展いただく施設に依頼、ご挨拶済。 
  京都西総合支援学校 出品のための額縁を西南RCより 
  贈呈。 
７．第２回クラブ協議会について（上半期締め括り） 
 ⇒ 役員とクラブ管理運営委員長と奉仕プロジェクト 
   委員長が報告する。 
８．クリスマス家族例会について  12/26（土） 
 ⇒ 18時より開催、参加の対象は会員と家族、名誉会員と 
  千田夫人。会費は例年通り。 

９．台北国際大会について 
 ⇒ 地区開催の説明会に参加後、12月理事会で報告。 
10．2022年規定審議会提出立法案について 
 ⇒ 提案事項2～5に賛成する。  
11．「赤い羽根共同募金」について 
 ⇒ 例年通り承認。（1万円） 
12．千田会員の追悼例会について 
 ⇒ 12/10で会長より千田夫人にご案内する。 
13．例会ビジター受付の対応について 
 ⇒ 基本的にはビジター受付はなし。ただし、地区外から 
  お越しの時はメイクアップカードを発行する。 
14．2021学年度米山奨学生の世話クラブ引受けについて 
 ⇒ 積極的に受け入れをする。 
15．その他 
  創立30・31周年記念例会について 
 ⇒3/27（木）に開催。 

例会プログラム 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 我等の生業 」 

今日の歌 「 里の秋 」 

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」 

         上原 従正会員 

     谷口 泰義会員 
 

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 
１１月２６日（木）京都乙訓ＲＣ、京都さくらＲＣ 
１２月１０日（木）京都乙訓ＲＣ 
１２月１６日（水）京都朱雀ＲＣ 
１２月１７日（木）京都南ＲＣ、京都乙訓ＲＣ 
１２月２３日（水）京都嵯峨野ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
１２月２４日（木）京都洛東ＲＣ 
１２月２５日（金）京都洛西ＲＣ 
１２月２９日（火）京都西南ＲＣ 
 ＊ビジター受付はありません。 
 
 
 

 

クリスマス家族例会のご案内 
 

日時： ２０２０年１２月２６日（土）  

     １７：３０受付、１８：００より 
 

場所： ザ・サウザンド キョウト 
 

会費： 会員 １０，０００円 

  ご家族 ８，０００円 

 



１１月５日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１４名）  
出席者 １８名（２名） １００％ 
ご来客  １名 

 

１１月１９日（木） 
 クラブ・デー 
 「第５回クラブ討論会（財団・米山）」 
  林  良訓会員 

【 】 小計    0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 

【 】 小計  2,000円   今年度累計 63,500円 

目標額 400,000円 達成率 16％ 

「異文化、異なる価値観の中でのスポーツについて」 

【 】小計 21,000円 今年度累計 745,500円 
目標額 744,000円 達成率 100％ 1人当たり24,000円以上 

 

德田 正彦 

・万殿会長、内田幹事 

 お世話になりました。 

  １１月は 「ロータリー財団月間」 

BOXへ 三田 昌資、稲掛 英男、吉田  修 

上山 泰弘、織田 鉄也、藤井文治郎 

菱田 匡樹、田中  守 

 

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） 

【 】小計 15,000円 今年度累計 230,500円 

目標額 597,060円 達成率 39％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 稲掛 英男、田中  守、三田 昌資 

上山 泰弘、藤井文治郎 

追手門学院大学 
 社会学部教授 

 
松山 博明様 

【ニコニコ箱】 小計 25,000円 今年度累計  420,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 32％ 

BOXへ 上山 泰弘、藤井文治郎、田中  守 

三田 昌資 

万殿 慎二 ・松山様のスピーチ楽しみです。 

王   杲 ・松山先生のスピーチを楽しみに。 

 

山本 拓生 

・松山さん、今日はよろしくお願いし

 ます。 

髙橋 英明 ・松山様のお話し楽しみに。 

吉田  修 ・松山博明様をお迎えして。 

森  正廣 ・みちのく一人旅、三陸沿岸を北上。 

 

 

谷口 泰義 

・林、万殿、内田、德田さん 

 楽しい時間と又美味しいものを有難

 うございました。 

 

万殿 慎二 

・中川さん、先日はありがとうござい

 ました。 

 

王   杲 

・三田さん、お世話になりました。又、 

 宜しくお願い致します。 

 

 今日の歌       「里の秋」 
 

 

斎藤信夫作詞・海沼実作曲 
 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

ああ 母さんとただ二人 

栗の実 煮てます いろりばた 

稲掛 英男 ・松山様をお迎えして。 

德田 正彦 ・林会員のマリーナで楽しかったです。 

 

万殿 慎二 

・祝 台湾三重中央ロータリークラブ 

 創立３２年。 

 

 

 

吉田  修 

・先日、松尾園芸に行って参りました。 

 松尾さんは「ワシももうじき90才に

 なるのや」と言いながら意気軒昂と

 されていました。 

 

内山 正元 

・ＵＳＡ大統領選挙に大いに感心を

 もっています。 

森  正廣 ・アメリカは、何処へ。 

 

万殿 慎二 

・内田さん、谷口さん、德田さん 

 ＢＢＱではお世話になりました。 



11/13 
京都東 

「持続可能な地域経済を支える共創コミュニ 
 ティ：都市養蜂の可能性 」          × 
同志社大学政策学部 教授 服部 篤子さん 

（金） 京都伏見 ～故田岡久雄会員追悼例会～       ×  

 京都洛西 京都嵯峨野RCとの合同例会の為、11日（水）
に変更「公式訪問所感」            × 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム④ ５大奉仕事業の中 
 から問題を取り上げる」            × 

11/16 
京都西 

 「人道的奉仕プロジェクトについて」  
RI第2650地区国際奉仕委員長 
     近江八幡RC会員 岡村 遍導様 × 

（月） 京都紫野 「第4回クラブフォーラム」（クラブ奉仕部門）× 

 京都中 「日本における地図作りと三角点」      × 
一等三角点研究会会長  大槻 雅弘様 

 京都平安 18：30 「未定」 ＲＩ第2650地区 ガバナー補佐 
        （京都洛西RC） 伊藤 哲雄様× 

11/17 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 「ロータリー財団フォーラム」         × 
＊ビジター受付はありません。 

 京都洛中 「『あの事件』のお話し」アローズ法律事務所 
       弁護士 会員 小林 千春様 ▲ 

 京都洛南 「会員スピーチ」  会員  渡邊 健吾様 × 

11/18 
京都 

「地震分野における国際協力の例と京都の
地震」 幸神社 神主 元 建築研究所    ▲ 
国際地震工学センター長 古川 信雄様 

（水） 京都西北 「仏教と密教」   会員 生石  和宏様 × 

 京都北東 「クラブデー」                  × 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                    ×   

 

京都朱雀

社会奉仕活動リモート報告「『エコボール事業
の作業現場である障害者施設への支援』に
ついて」 就労ネットうじゆめハウス・スマイル 
             ワーク大久保事務所 × 

11/19 

 
京都南 新会員スピーチ「おかげさん」 

                山領 正会員 × 

（木） 京都北 「臨時休会」  ＊ビジター受付はありません。 × 

 京都洛北 「ミッドウェー海戦－山本とニミッツの決断」   
               加藤 大貴会員 ▲ 

 京都洛東 ｢エミレーツ航空の客室乗務員として｣    ▲ 
エミレーツＣＡ 荻原 里英様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員増強委員会担当例会」        × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

～ボジョレーヌーボー例会～（Ｆ＆Ｆデイ）    
            ピアノ 黒川 春香様 × 

 京都さくら 会員スピーチ「新型コロナウィルス肺炎概観」  
                野々村光生様 × 

 京都乙訓 「地区青少年奉仕活動について」 
              白石 多津子会員 × 

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  


