
「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    

 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）  クラブ・デー 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２９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Ⅱ1～3 WEB研修会 

１２月 ５日（土） 第2650地区RLIパートⅡ4～6 WEB研修会 

（山本会員） 

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１９日（木）  第１４５０回例会  Vol.３１－１７ 

 

「ＲＡＣニュース」発刊・配信のお知らせ 
 

2020-21年度「ＲＡＣニュース」が発刊されました。 

地区ホームページのローターアクトのバナーを 

クリックしてもご覧いただけます。 
 

   https://rac-2650.com/news/ 

１．１１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、万殿会員、内田 

  会員、王会員が参加いたしました。 

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５回クラブ討論会（財団・米山）」 

     林  良訓会員 
 

閉会点鐘    13：30   

母校への思い 

コロナ禍で神戸大学がマスク不足に直面していることを

知った元米山奨学生、陳林さんが、他の中国人卒業生たち

と共に支援に乗り出しました。 
 

 2003年、陳林さんはロータリー米山記念奨学会からの 

奨学金を受けて日本に留学しました。 

 日本全国のロータリー会員からの寄付によって支えられ

ているこの奨学会は、日本に留学する海外からの学生に 

奨学金を提供しています。神戸大学で構造科学の博士号を

取得した陳さんは、ロータリー奨学生としての経験を通じ

て「人を助けることで自分が幸せになり、成長し、向上で

きる」と気づいたと言います。 

 そんな思いを抱いていた陳林さんは、一度帰国するも、

2014年に仕事の関係で日本に来ることに。自身の経験を生

かして、ボランティアで神戸大学の学生たちにキャリア指

導をしたり、海外の学生たちとのシンポジウムに参加した

りしました。「少しでも力になれればうれしいと思って」

と陳林さんは話します。  

寄付の呼びかけ 

 去る3月、陳林さんは、新型コロナウイルスの流行により

神戸大学医学部附属病院で個人用防護具が不足し、手術の

ニーズを満たせていないことを知りました。そこで、神戸

大学の中国からの元留学生のWeChatグループで支援を呼

びかけました。 

「主に寄付を担当する6人の

グループを作りました」と陳

林さん。「まず寄付を呼びか

けるメッセージを送り、それ

を受け取った学友たちが知り

合いにも支援を呼びかけたの

です」 

 支援を寄せてくれる人が 

多いことがわかった一方で、 課題もありました。中国で

寄付金を集めたのはよいけれどこれを個人用防護具に変え

て神戸にどう届ければいいのか？ 

 この問題を解決するには、いくつかの段階をクリアする

必要がありました。「寄付金を集める」「適切な個人用防

護具を選ぶ」「防護具を購入する」「それを上海浦東国際

空港まで運ぶ」「防護具を大阪へ空輸する」「神戸まで運

ぶ」「神戸大学病院との手配を整える」などです。 

「少しでも力になれればうれしいと思って」 

 チームは、集まった寄付金で6万5千枚のマスクを購入。

さらに、吉祥航空が無料でマスクを関西国際空港まで運ぶ

ことを承諾してくれました。 

 無事に届いたマスクのおかげで、神戸大学医学部附属病院

では患者に安全で適切な医療を継続できただけでなく、 

病院で働く人たちの安全を守ることができました。 

愛情の印 

 母校への思い、そして母校の病院でコロナウイルスと闘う

医療従事者たちを助けたいという思いが、自身とWeChat

グループのモチベーションと連帯感を高めた、と陳林さん

は語ります。「マスクの寄贈は、愛情の印です。母校への

愛情、医療従事者への愛情、そして、コロナウイルスで苦

しむ人たちへの愛情です」「『あなたを支えていますよ、

あなたと一緒に闘いますよ』という気持ちの表れでもある

んです」 

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 
１２月３０日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
１２月３１日（木）京都乙訓ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
 ＊ビジター受付はありません。 



１１月１２日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１４名）  
出席者 １９名（３名） １００％ 
ご来客  ０名 

 

１１月２６日（木） 
 「会員スピーチ」 
  吉田  修会員 
  森  正廣会員 

【 】 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  1,000円   今年度累計 64,500円 
目標額 400,000円 達成率 16％ 

「会員スピーチ」 

【 】小計 19,000円 今年度累計 764,500円 
目標額 744,000円 達成率 103％ 1人当たり24,000円以上 

谷口 泰義 ・今日のスピーチ、耳をふたして下さい。 

  １１月は 「ロータリー財団月間」 

BOXへ 三田 昌資、菱田 匡樹、田中  守 

吉田  修、万殿 慎二、井上 正佳 

【 】小計 11,000円 今年度累計 241,500円 

目標額 597,060円 達成率 40％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 万殿 慎二、井上 正佳、田中  守 

上原 従正会員    谷口 泰義会員 

【ニコニコ箱】 小計 16,000円 今年度累計  436,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 34％ 

BOXへ 田中  守、三田 昌資 

 

万殿 慎二 

・上原会員、谷口会員のスピーチ楽し

 みです。 

上原 従正 ・本日、雑談させていただきます。 

 

藤井文治郎 

・上原先生、谷口さんのスピーチ楽し

 みです。 

 

井上 正佳 

・上原会員、谷口会員 

 スピーチ楽しみにしています。 

 

末永  寛 

・上原さん、谷口さんのお話しを楽し

 みに。 

 

王   杲 

・上原先生と谷口さんのスピーチを楽し

 みに。 

 

末永  寛 

・上原さん 先日はありがとうござい

 ました。 

出射 靖生 ・連続欠席おわび。 

 

 

吉田  修 

・先日、７日、８日と孫の七五三で東京 

 に行きました。新幹線は往復ともガラ

 ガラでした。 

 

林  良訓 

・万殿会長の息子さん、運転がうまく 

 なったですね。 

 

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 

 

吉田  修 

・上原会員、谷口会員のスピーチ楽し

 みに。 

 

林  良訓 

・マリン同好会例会参加の皆様 

 おつかれ様でした。 

 

出射 靖生 

・１１月５日創立６６周年を迎える事

 ができました。（自祝） 

森  正廣 ・マイナンバー取得しました。 

 

内山 正元 

・“自由な香港”へはもうい行けない

 でしょうか。 

林  良訓 ・早退おわび。 

 

 会員誕生日お祝い 

  １日 髙橋英明会員  

 会員夫人誕生日お祝い 

 １１日 田中   守会員夫人 喜美子様 

 ２２日 内山正元会員夫人 容子様 

 ２８日 中川俊夫会員夫人 美智子様 

 ２８日 福田義久会員夫人 絵美様 

 結婚記念日お祝い 

  １日 出射靖生会員  ３日  山本拓生会員 

  ６日 鎌野孝和会員 １６日  森 正廣会員 

 創業記念日お祝い 

  ５日 出射靖生会員 （医）京都回生病院 

 ２５日 織田鉄也会員  ㈱キョウラク 

１１月おめでとうございます 



11/20 京都東 「保険業界の今 あれこれ」           × 
会員 早川 元啓様     

（金） 京都伏見 ～クラブ管理クラブ・フォーラム～       ×  
「情報集会まとめ報告」 

 京都洛西 「神楽鈴の制作」                    × 
モリモト社寺工芸社 森本 章大様 

 京都紫竹 「休会」＊ビジター受付はありません。    × 

11/23 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」                  × 

11/24 京都東山 「国際奉仕フォーラム」              × 
国際奉仕委員長 山田幸一郎様 

（火） 
京都西南 

「『超前部署』、台湾の現状をお伝えしま
す。」 デンカ五泉事業所試薬開発部POCT 
 開発課 研究員 米山学友 田智方様 × 

 京都洛中 「午後のひと時をチェロとピアノで」      ▲ 
チェロ 崎元蘭奈様、ピアノ 森上芙美子様 

 京都洛南 「休会」   ＊ビジター受付はありません。 × 

11/25 京都 -新会員スピーチ-「私の生き方、考え方」 
                山岡景一郎様 ▲ 

（水） 京都西北 「休会」  ＊ビジター受付はありません。  × 

 京都北東 第1回情報集会「ロータリーとは？」    × 

 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。 × 

11/26 

 京都南 
新会員スピーチ 「超二流ラガーが見た、 
伊勢丹ラグビー部と企業文化」 
               浅田 龍一会員 × 

（木） 
京都北 

｢口腔がんにならないために｣ 
京都第二赤十字病院 歯科・口腔外科部長                       
                  猪田 浩理様  × 

 京都洛北 「鉄道同好会！」 会員 谷口伸太郎様 
                土田 信之様 ▲ 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」           ▲ 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「いきなり会員スピーチ」              × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「京都西山ＲＣ成長期(秘話)」        × 
会員 平田 喜洋様  

 京都さくら 「休会」 定款第７条 第1節（ｄ）より     × 
＊ビジター受付は行いません。 

 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  


