
「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 

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１２日（土）  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 瑞穂ｺﾞﾙﾌ倶楽部 

  （林、井上、児嶋、中川、三田、王の各会員） 

 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 

  

 

 

 

 

◆地区行事  

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１２月３日（木）  第１４５２回例会  Vol.３１－１９ 

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、万殿

 会長と森青少年副委員長が出席いたしました。 

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

 出席されました。 

３．１２月１日よりギャリエヤマシタにおいて、「心

 の絵」展を開催しています。会員各位のご協力よろ

 しくお願いします。また、来週の例会には「心の

 絵」展の関係障がい者施設よりご参加頂きます。 

４．本日は年次総会です。例会終了後、理事役員会が

 開催されます。 

５．次週の例会は第２回クラブ協議会を行います。 

 役員およびクラブ管理･運営委員長、奉仕プロジェ

 クト委員長におかれましては上半期締め括り報告を

 お願いいたします。ご欠席の場合は事前に幹事に

 ご一報ください。 

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 

 「年次総会」 

 

閉会点鐘    13：30   

 

「第28回京都桂川RC会長杯野球大会」の報告 
 

開会式 

 日 時 ２０２０年１１月３日（祝） 

    ８時３０分～ 

  場 所 小畑川グランド 

 参加者 万殿会長、織田会員 
 

決勝戦＆表彰式 

 日 時 ２０２０年１１月２９日（日） 

    １２：３０～１５：００ 

  場 所 小畑川グランド 

 参加者 森、徳田、山本、万殿の各会員 

  

晴天にめぐまれ絶好の野球大会日和となりました。 

決勝戦は延長・タイブレーク方式の大接戦となり、

素晴らしい多くのプレー(申告敬遠まで)を観戦する

ことができました。 

第２８回優勝は桂坂ファルコンズ・洛西サンボーイ

合同チームに決定。 

表彰式でのメダル授与、子供たちの笑顔が最高！ 

ほんとうに楽しい時間を過ごすことができまし

た。 

  （報告：万殿 慎二） 

   開会式 

   始球式 

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 
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。 
 
 

決勝戦＆表彰式 

  メダルの贈呈 



１１月２６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  １名 

 

１２月１０日（木） 
 

「第２回クラブ協議会」（上半期締め括り） 
会長、副会長、会長エレクト、直前会長、 
幹事、会計、ＳＡＡ、 
クラブ・管理運営委員長、奉仕プロジェクト委員長 

【 】 小計  3,000円  今年度累計  34,000円 

目標額 99,510円 達成率 34％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 太田 勝彦、吉田  修 

【 】 小計  3,000円   今年度累計 69,500円 
目標額 400,000円 達成率 17％ 

- 会員スピーチ - 

【 】小計 4,000円 今年度累計 780,500円 
目標額 744,000円 達成率 105％ 1人当たり24,000円以上 

 

王   杲 

・吉田さんと森さんのスピーチを楽し

 みに。 

   １２月は  「疫病予防と治療月間」 

BOXへ 井上 正佳、吉田  修 

 

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 7,000円 今年度累計 258,500円 
目標額 597,060円 達成率 43％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

BOXへ 菱田 匡樹、井上 正佳 

【ニコニコ箱】 小計 16,000円 今年度累計  468,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 36％ 

BOXへ 髙橋 英明 

 

万殿 慎二 

・吉田会員、森会員のスピーチ楽しみ

 です。 

出射 靖生 ・吉田、森会員のスピーチ楽しみに。 

末永  寛 ・森さん、吉田さんのお話しを楽しみに。 

万殿 慎二 ・ようこそロイ君。 

 

万殿 慎二 

・コロナ感染拡大防止を意識しまし

 ょう。 

 

吉田  修 

・今年もあと３０数日…、慌しく過ぎ

 ました。 

 

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 

井上 正佳 ・吉田会員、森会員スピーチ楽しみです。 

 

藤井文治郎 

・吉田、森両会員のスピーチ楽しみ

 です。 

児嶋 雄二 ・吉田、森会員のスピーチ楽しみに。 

 

吉田  修 

・本日、スピーチの当番。１５分語り

 ます。 

 

王   杲 

・上山先生、いつもお世話になります。 

 有難う御座いました。 

 

 

森  正廣 

・２０年ぶりの湯の花温泉は、晴天なれ

 ど強風のため、ロープウェイが運休と

 なり、山へは登れませんでした。 

 

谷口 泰義 

・今日のスピーチは耳の穴をひろげて

 勉強しましょう。 

BOXへ 谷口 泰義 

出射 靖生 ・ポリオのない世界を願って。 

太田 勝彦 ・今日は寒かったです。 

 

上原 従正 

・吉田会員、森会員のスピーチを楽し

 みに。 

「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 
    



12/4 

京都東 

「 LGBTを通して見える私たちの未来～ 
パートナーズ婚○Rの可能性の観点から～」 
  一般社団法人結婚トータルサポート協会   
          代表理事 岸本  誠様 × 

（金） 京都伏見 「あるべき姿」       永井   剛会員 ×  

 京都洛西 「吉田松陰と松下村塾」 幕末維新ﾐｭｰｼﾞｱﾑ  
 霊山歴史館 学芸課長 木村 武仁様  〇        

 京都紫竹 「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙの説明とＺｏｏｍについて」   
                       会長 疋田  覚会員  ×     

12/7 

京都西 

「ガバナーエレクトの方針と今後の協力体制 
について」 RI第2650地区ガバナーエレクト 
馬場 益弘様、RI第2650地区幹事長予定者 
    谷内  弘照様、会員 坂口 博翁様 × 

（月） 京都紫野  「第5回クラブ・フォーラム（国際奉仕部門）」 
                          × 

 京都中 「新入会員スピーチ」             × 
多賀野博一様、泉  孝英様 

 京都平安 18：30 「未定」                       × 

12/8 京都東山 「臨時理事会」 ＊ビジター受付はありません。 
                             × 

（火） 

京都西南 

「京都におけるアートの新しい動き」～文化
庁移転を機に様々なアートプロジェクトが進
行する京都にて、私が携わっている企画の 
一部を紹介します～     金島 隆弘様 × 

 京都洛中 「一隅を照らす～自分の持ち場で一生懸命～」 
          僧侶 落語家 露の団姫様 ▲ 

 京都洛南 「未定」        会員  久積  賁様 × 

12/9 京都 - 新会員スピーチ-「京都の顔 30年」 
                稲荷 竜也様 ▲ 

（水） 京都西北 「ゲームと私」      会員 山田 孝久様 × 

 京都北東 「未定」  青少年委員長 清水 英司様 × 

 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  5名 ▲ 
「私の履歴書」 村上洋一郎 様、中嶋 信行様 

12/10 

 
京都南 -新会員スピーチ-「stay foolish」      × 

              堀内 勝美会員 

（木） 京都北 ｢臨時休会｣                           × 

   京都洛北 「クラブデー」                  ▲ 

 京都洛東 「ロータリーと私」立命館宇治中学校・高等学校   
    校長 ヒックス ジョーゼフ 文学博士 ▲ 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「臨時休会」                   × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「青少年奉仕フォーラム」          ×  
青少年奉仕委員長   越 川 哲 也様 

 京都さくら 「年次総会」                   ▲ 

 京都乙訓 「休会」                       × 

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  


