
「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 

１２-１月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 

  １月７日（木）  現次年度理事役員会 

 

  
 

 

 

◆地区行事  

 

 

 

 

 

 

 

＊１月のほろにが会（1/12）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１０日（木）  第１４５３回例会  Vol.３１－２０ 

１．１２月１日から開催の「心の絵」展は会員各位の

 ご協力で終えることができました。 

２．１２月３日（木）に行いました年次総会において

 信任投票により、次の方が次年度役員として満場一致

 で承認されました。 

 会長  山本拓生 会長ｴﾚｸﾄ  井上正佳 

 副会長  王  杲 直前会長  万殿慎二 

 幹事  菱田匡樹 会計  田中 守 

 ＳＡＡ  三田昌資 

 出席者：藤井、林、菱田、出射、稲掛、井上、児嶋 

   万殿、森、中川、中野、太田、三田、瀬田

   末永、田中、谷口、德田、上原、上山、 

   山本、吉田 

３．１２月６日（日）クラブ会長と松原ガバナーとの

 第２回ＷＥＢ懇談会が行われ、万殿会長が参加いた

 しました。 

４．来年３月に開催予定のRLYAはコロナウィルス感染

 拡大を懸念し中止となりました。 

５．１２月１２日（土）瑞穂ゴルフ倶楽部において 

 京都西南ＲＣ・京都東山ＲＣ・京都桂川ＲＣ合同

 親睦ゴルフコンペが開催されます。当クラブから 

 林、井上、児嶋、中川、三田、王の各会員が参加さ

 れます。 

６．１２月１４日（月）「桃園亭」において次年度

 役員会が開催されます。 

７．１２月２６日（土）のクリスマス家族例会は１２月 

 の理事役員会において、参加者の健康と安全を第一

 に考え、ご家族の招待をやめて会員のみでの開催と

 させて頂きます。 

日 時 2020 年１２月３日(木) 例会終了後 

場 所 ザ・サウザンド キョウト 
出席者 万殿、井上、田中、太田、森、稲掛、林、出射 
 末永、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．下半期会費請求について 
４．１２月例会プログラムについて 
 ⇒ 1/14はクラブメンバーによるスピーチとする。 

５．「心の絵」展について 12/1（火）～12/6（日） 
 ⇒ 12/10の例会に関係施設の方が出席される件は中止 

６．第２回クラブ協議会について（上半期締め括り） 

７．故 千田 適会員追悼例会について 
 ⇒ 追悼スピーチ（万殿会長、千田夫人、児嶋会員、内山 
   会員、吉田会員） 

８．クリスマス家族例会について  12/26（土） 
 ⇒ 新型コロナウィルス感染拡大を懸念し、参加者の安全
 を第一と考えてご家族の招待をやめて会員のみでの開催
 とする。 
９．京都西南RCとの合同例会 
 ⇒ 新型コロナウィルス感染拡大を懸念し、西南ＲＣに 
 中止を提案する。 
10．第６回クラブ討論会（職業奉仕）について 1/28（木） 
 ⇒ 職業奉仕委員会に一任。 
11．創立３０・３１周年記念例会について 
 ⇒ 開催する予定。 
12．山林防火啓発用広報媒体の作製に伴う協賛について 
 ⇒ 例年通り協力する。 
13．台北国際大会について 6/12～6/16 
 ⇒ 年内に人数を確認し、予約する。 
14．2021-22年度 IMについて  
 ⇒ 末永実行委員長より委員会組織図の提案があった。 
 テーマなどは末永実行委員長に一任。  
15．例会休会および休局について 
 ⇒ 休会：12/31（木）、休局：12/28（月）～1/5 （火） 
16．新年会について 
 ⇒ 中止とする。 
17．会員の新型コロナウィルス陽性時の対応について 
 ⇒ 感染予防を大切に、陽性時は行政に従う。 
18．その他 

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 

 「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 

 

閉会点鐘    13：30   

 

クリスマス例会のご案内 
 

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 



１２月３日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１２名）  
出席者 ２２名（４名） １００％ 
ご来客  ０名 

 

１２月１７日（木） 
 

「故 千田 適会員追悼例会」 
 

千田 満紀子様 
万殿 慎二会員、児嶋 雄二会員 
内山 正元会員、吉田  修会員 

【 】 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 藤井文治郎、吉田  修 

【 】 小計  3,000円   今年度累計 72,500円 
目標額 400,000円 達成率 18％ 

「年次総会」 

【 】小計 21,000円 今年度累計 801,500円 
目標額 744,000円 達成率 108％ 1人当たり24,000円以上 

瀬田 保二 ・皆様、コロナに充分ご注意ください。 

      １２月は 「疫病予防と治療月間」 

BOXへ 德田 正彦、上山 泰弘、林  良訓 

稲掛 英男、吉田  修、井上 正佳 

末永  寛、中野 孝治、田中  守 

三田 昌資 

【 】小計 15,000円 今年度累計 273,500円 

目標額 597,060円 達成率 46％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 33,000円 今年度累計  501,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 39％ 

BOXへ 上山 泰弘、田中  守、中野 孝治 

児嶋 雄二、稲掛 英男 

 

万殿 慎二 

・年次総会、德田さん、森さんよろしく 

 お願い致します。 

 

井上 正佳 

・「心の絵」展、当番ありがとうござい

 ます。順調に開催中です！！ 

万殿 慎二 ・髪の毛を少しおとなしくしました。 

 

万殿 慎二 

・野球大会、德田さん、森さん、山本

 さん、ご参加ありがとうございます。 

 

山本 拓生 

・松本先生、「心の絵」展受付お手伝い

 いただきありがとうございました。 

林  良訓 ・「心の絵」展担当の皆様御苦労様です。 

 

吉田  修 

・慌しい一年でしたね。 

 早くも年次総会！ 

德田 正彦 ・令和２年も残り少なくなりました。 

 

谷口 泰義 

・コロナウイルスに負けない様に頑張り

 ます。 

 

 

森  正廣 

・京響コンサート、グリーグ「ピアノ協奏

 曲」エルガー「交響曲３番」いづれも

 迫力があり感動しました。 

 

森  正廣 

・少年野球決勝戦、見ごたえありました。 

 最年少の子は小学２年生でした。 

 

上原 従正 

・師走を迎えましたが、何んとかこの 

 まま終りたいですが。 

 

吉田  修 

・老後にそなえて、階段に両方の手すり

 をつけました。きょうは工事日です。 

 

 会員誕生日お祝い １２月おめでとうございます 

 １５日 山本拓生会員 １５日 吉田 修会員 

 ２５日 福田義久会員  
 

 夫人誕生日お祝い 

  ４日 出射靖生会員夫人 喜代子様 

 ２８日 吉田 修会員夫人 末子様 

 ３０日 王  杲会員夫人 程 静様 
 

 結婚記念日お祝い 

  ２日 瀬田保二会員  ６日 林 良訓会員 

  ６日 中川俊夫会員  
 

 創業記念日お祝い 

  １日 山本拓生会員 山本拓生司法書士事務所 

 １２日 鎌野孝和会員 かまの外科医院 

 ２０日 井上正佳会員 ㈱イマジン 

 

瀬田 保二 

・少し寒くなりました。皆様カゼに 

 ご注意を。 

出射 靖生 ・家内誕生日自祝。 

出射 靖生 ・晴天が続いています、昼より下り坂。 

BOXへ 三田 昌資、菱田 匤樹、井上 正佳 

稲掛 英男、末永  寛、上山 泰弘 

田中   守 



12/11 京都東 「江戸時代の歌謡曲、上方唄」              × 
上方唄松浪流創流 家元 松浪 千壽様 

（金） 京都伏見 ～年末夜間例会～ ⇒12/13（日）      ×  

 京都洛西 「長期戦略計画について」           〇 
会員 田中 雅弘様、辰馬 雅子様       

 京都紫竹 「第4回クラブ協議会 上半期を振り返ってと 
下半期の行動」            各理事 ×     

12/14 
京都西 

「青少年奉仕事業とは」× 
RI第2650地区 青少年奉仕委員長  

湖南RC会員 石原 久歳様 

（月） 京都紫野  「来年の干支について」山口 琢也会員 × 

 
京都中 

「会員スピーチ 奉仕事業プロジェクト報告 
「朱雀第三小学校ビオトープ生き物調査」 
             会長 河瀬  敦様 × 

 京都平安 18：30 次回例会は、12/21（月）の開催予定に 
なります。                     × 

12/15 京都東山 「夜間例会」 ＊ビジター受付はありません。 
                             × 

（火） 京都西南 「第２回クラブアッセンブリー」         × 

 京都洛中 「円山応挙」嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 
          学長 教授 佐々木正子様 ▲ 

 京都洛南 「参加した国際学会の思い出」       × 
        会員  西川 昌樹様 

12/16 
京都 

「職場における心の健康づくり」 
知音会 杉本病院からすまメンタルクリニック  
               医師  鶴    多紀様 ▲ 

（水） 京都西北 「忘年家族会」                 × 
開催の為、例会日時・場所臨時変更 

 京都北東 「クラブデー」                  × 

 京都嵯峨野 「日本での留学生活」               × 
米山奨学生 楊  心妤さん 

 京都朱雀 「夜間例会・年末会員家族懇親会」開催の   
             ため、例会日変更 × 

12/17 

 
京都南 「年末会員家族懇親会」のため、例会変更 

                          ×              

（木） 京都北 「年忘れ家族会」の為、例会時間変更    × 

   京都洛北 「ちょっとだけ いつも違う例会」      ▲ 
チェロ 上森 祥平様、ピアノ 沼光絵理佳様 

 京都洛東 「スーパーサーズデー」               ▲ 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」                      × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「年忘れ家族親睦会」                          × 
 青少年奉仕委員長   越川 哲也様 

 京都さくら 「年末家族例会」                × 

 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  


