
「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２９日（日）  第２８回京都桂川RC会長杯野球大会 

  決勝戦および表彰式 吉祥院野球場 

 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～ 

 

 

 

 

 

◆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２６日（木）  第１４５１回例会  Vol.３１－１８ 

１．１１月２９日（日）第２８回京都桂川RC会長杯

 野球大会の決勝戦および表彰式が開催されます。 

 万殿会長と森青少年副委員長が出席いたします。 

２．１１月２９日（日）ロータリー・リーダーシップ

 研究会（RLI)WEB研修会が開催され、山本会員が

 出席されます。 

３．１２月１日よりギャリエヤマシタにおいて、「心

 の絵」展を開催いたします。会員各位のご協力よろ

 しくお願いします。 

例会プログラム 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 それでこそロータリー 」 

今日の歌 「 たき火 」 

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 - 

 「犬にはあるのに、どうして人には○○○がないの 

  だろう？＝獣医学の立場から＝」 

        吉田  修会員 

「みちのく一人旅」 

        森  正廣会員 
 

閉会点鐘    13：30   

 

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） 

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 
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 
 ＊ビジター受付はありません。 

今日の歌   

 「たき火」 
 

垣根の垣根の 曲がり角 

たき火だ たき火だ 落葉たき 

あたろうか あたろうよ 

北風ピープー ふいている 

 

2021年ロータリー国際大会について 
 

 2021年のロータリー国際大会は台湾・台北での

開催となります。アジアでの開催は、2016年の 

韓国・ソウル大会以来の5年ぶり、そして台北大会

になりますと1994年以来27年ぶりの開催となりま

す。 
 

  ２０２１年６月１２日（土）～１６日（水） 
 
国際大会会場 
 台北南港展覧館（TaiNEX） 
 

大会プログラム 
 ６/１２（土） 大会登録  青少年交換役員大会前会議
  ローターアクト大会前会議 
 ６/１３（日） 日本人親善朝食会 
   大会登録 開会式、第１回本会議 
 ６/１４（月） 大会登録 第２回本会議、分科会 
 ６/１５（火） 大会登録 第３回本会議、分科会 
 ６/１６（水） 大会登録 第４回本会議、分科会 
   閉会式 
 

・日本語を含む複数言語による同時通訳が、開会・ 
 閉会式、本会議、一部の分科会で提供されます。 
 

・登録は、オンラインで行います。 
（2020年6/20～2021年6/16） 

 

・登録料は、年令および申込日によって異なります。 
 31歳以上の会員または31歳以上の同伴者の場合 
  2020年6/27～12/15までの登録  ⇒ 365ドル 
  2020年12/16～2021年3/31の登録 ⇒ 440ドル 
  2021年4/1～2021年6/16の登録 ⇒ 515ドル 
 ※キャンセルは、各登録者につき50ドルの手数料が 
  かかります。（～4/30） 
 ※国際大会が中止になった場合は、RIから登録料と 
  チケット料は返金されますが、ロータリーアンや 
  その同伴者に発生した交通費や他の関連費用につ 
  いては自己負担となります。 
 
 国際ロータリーのホームページには、国際大会推進  
 ビデオがあります。一度ご覧ください。 

https://www.rotary.org 



１１月１９日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１１名）  
出席者 ２２名（３名） １００％ 
ご来客  ０名 

 

１２月３日（木） 
 
 「年次総会」 

【 】 小計  2,000円  今年度累計  31,000円 
目標額 99,510円 達成率 31％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 中野 孝治 

【 】 小計  2,000円   今年度累計 66,500円 
目標額 400,000円 達成率 17％ 

 
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 12,000円 今年度累計 776,500円 
目標額 744,000円 達成率 104％ 1人当たり24,000円以上 

林  良訓 ・本日お耳よごし致します。 

  １１月は 「ロータリー財団月間」 

BOXへ 三田 昌資、万殿 慎二、井上 正佳 

【 】小計 10,000円 今年度累計 251,500円 

目標額 597,060円 達成率 42％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 菱田 匡樹、三田 昌資、末永  寛 

井上 正佳、万殿 慎二    

【ニコニコ箱】 小計 16,000円 今年度累計  452,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 35％ 

BOXへ 中野 孝治、児嶋 雄二 

万殿 慎二 ・林会員、本日はよろしくお願いします。 

王   杲 ・林会員の話、お楽しみに。 

 

林  良訓 

・あたたかくなりました。 

 いよいよマリンシーズンかな？！ 

 

井上 正佳 

・また、コロナ感染が広がりつつあって 

 大変です。皆様お気をつけて！！ 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を願って。 

出射 靖生 ・コロナ感染者が増えています。ご用心。 

太田 勝彦 ・会長みたいな変な気候ですね。 

谷口 泰義 ・今日はクーラーが必要ですね。 

 

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 

出射 靖生 ・紅葉の時期となりました。 

瀬田 保二 ・御無沙汰致しております。 

 

内山 正元 

・快晴が続きます。もみじ狩りに行き

 たいですね。 

 

太田 勝彦 

・寒くならないと冬が来ないです。 

 冬が来ないと鍋が食えない。 

末永  寛 ・今日は暑いですね。 

 

森  正廣 

・大吉山～朝日山観音～志津川～三室戸 

 ハイキング。 

中川 俊夫 ・早退おわび。 

瀬田 保二 ・御無沙汰致してます。 

山本 拓生 ・コロハがまたさわいでますね。 

BOXへ 万殿 慎二 

 

山本 拓生 

・林さんのありがたいお話しを楽し

 みに。 

 

ロータリー・リーダー

シップ研究会（ＲＬＩ）   

第2650地区ＲＬＩパートⅠ

修了証贈呈 

山本拓生会員と万殿会長 

 

京都西南ＲＣ・京都東山ＲＣ・京都桂川ＲＣ 

合同親睦ゴルフコンペのご案内 
 

日時： ２０２０年１２月１２日（土） 

場所： 瑞穂ゴルフ倶楽部  

    船井郡京丹波町大朴皿引１ ℡.0771-86-1515 
 

当日会費： ２,０００円 
 

スタート時間： ７：４９ 



11/27 
京都東 

「神と向き合う 」  若柳流五世宗家家元  × 
 公益社団法人日本舞踊協会  
    京都滋賀ブロック長  若柳 吉蔵様 

（金） 京都伏見 「会員スピーチ」      吉村 將人会員 ×  

 京都洛西 「未定」                           〇 

 

京都紫竹 

「報道シリーズ（１） 長寿企業の物語」    × 
日本経済新聞社 東京本社編集局  
経済解説部編集委員 兼 大阪本社編集局 

 編集委員 竹田 忍様       

11/30 京都西 新入会員スピーチ「嵯峨野観光鉄道の現状 
 と今後の取組み」 会員 井上 敬章様   × 

（月） 京都紫野  「故 浅野 博久会員 追悼例会」         × 
倉田義宥会員、室輝男会員 山田英夫会員 

 京都中 「疫病退散－アマビエとはやり神-」      × 
佛教大学講師 村田 典生様 

 京都平安 18：30  次回例会は、12月7日（月）の開催予定に 
 なります。                    × 

12/1 京都東山 クラブ・デー「年次総会」              × 

（火） 京都西南 クラブデー 「未定」    足立 健治会員  × 

 京都洛中 「男が陥る甘いワナ ハニートラップの現状」                        
       永井保険事務所 永井 薫 様 ▲ 

 京都洛南 「亡き妻を想う」  会員 下世古  晉様 × 

12/2 京都 「プログラムなし」               ▲ 

（水） 京都西北 「年次総会」                   × 

 京都北東 「未定」                     × 
奉仕プロジェクト委員長 石田  徹様 

 京都嵯峨野 「絵画コンクール表彰式」          × 

 京都朱雀 会員スピーチ 「私の履歴書」       ▲ 
久野 成人様、金島 良和様 

12/3 

 
京都南 新会員スピーチ「京都に根差して・・」   × 

 西田 智顕会員 

（木） 京都北 ｢インフォーマル・ミーティング報告｣           × 

 京都洛北 「年次総会」                   ▲ 

 京都洛東 「女性天皇・女系天皇」                ▲ 
会員 古原 英男様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「巣ごもりによる身体的現状と対策」    × 
体美線T-HIROパーソナルコンディショニング 

トレーナー 多田 裕子様 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢新型コロナ流行下での在宅医療｣      × 
会員  土井 正樹様  

 京都さくら 会員スピーチ 「戦争体験の記憶」    ▲ 
 桒原 靖子様 「L＆R」 桑田 智照様 

 

京都乙訓 

「社会奉仕委員長会議の報告」 山下吉昭会員 
「台北国際大会説明会の報告」長谷川太一会員 
「職業奉仕担当者懇談会の報告」山本隆一会員 

                              × 

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  


