
「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２４日（木）  クリスマス夜間例会開催の為、２６日（土）に

  変更 

 １２月２６日（土） 「クリスマス夜間例会」 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） 通常例会 現次年度理事役員会 

  １月１４日（木） 通常例会 

  １月２１日（木） 通常例会 

  １月２８日（木） クラブ・デー 

  第６回クラブ討論会（職業奉仕） 

 

  
 

 

 

◆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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◇年末年始事務局休局のお知らせ◇ 

 １２月２８日（月）~１月５日（火） 

 ＊休局中の緊急の場合は、幹事までご連絡下さい。 



 ２０２０年１２月１７日（木）  第１４５４回例会  Vol.３１－２１ 

１．本日、故 千田 適会員の追悼例会を行います。 

２．１２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した。当クラブから 

 林、井上、児嶋、中川、三田、王の各会員が参加さ

 れました。 

３．１２月１４日（月）「桃園亭」において次年度

 役員会が開催されました。 

４．次週の例会は２６日（土）に変更して「クリスマス

 夜間例会」を開催いたします。 

５．今年度の地区大会は来年４月３～４日、福井市内で

 開催を予定しておりましたが、新型コロナウィルス

 感染状況を鑑み規模を大幅に縮小して開催することに

 なりました。４月４日（日）、京都ホテルオークラに

 おいて地区内クラブ会長・幹事と地区役員を対象に

 行われます。 

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 「 冬の夜 」 

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 

「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 

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」展の報告 

第２回「心の絵」展が１２月６日（日）に無事終了

いたしました。 

当番をしていただいた会員の皆様お疲れ様でした。 

今回はコロナ禍の真っ只中ということで来場者に

ついて心配しておりましたが集計の結果４０４名

の方がご来場くださいました。 

また、作品数も１０７点と昨年を上回る規模で 

開催できました。 

これは、こんな厳しい状況だからこそみんなの 

作品を見てもらおうという施設側の意気込みだ

と感じました。 

それに応える企画を実行できたことは、大変うれ

しいことです。 

また、来年もよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

◆国際ロータリー日本事務局在宅勤務のお知らせ 
日本事務局は、東京都の新型コロナウィルス感染 
拡大により在宅勤務になりました。 

期 間： 2020年１２月１日（火）～２８日（月） 
業務期間： ９:３０～１７:３０ 
連絡方法： Ｅメール・ＦＡＸのみ 

 
◆例会場変更および事務局移転のお知らせ 
 京都南ＲＣ ２月１日（月）より 

 例会場（毎週木曜日）ホテルグランヴィア京都 
 事務局 ホテルグランヴィア京都 ７階 

 ※電話／FAX／E-mailは変更ございません。 
 
 
 
 
 
 

 

（報告：井上正佳） 

 

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（12/12） 



１２月１０日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１１名）  
出席者 ２３名（４名） １００％ 
ご来客  １名 

 

１２月２６日（土） 
 

 「クリスマス夜間例会」 
   １７：３０受付 １８：００～ 
    ザ・サウザンドキョウト 

【 】 小計  2,000円  今年度累計  36,000円 
目標額 99,510円 達成率 36％ 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 73,500円 
目標額 400,000円 達成率 18％ 

「第2回ｸﾗﾌﾞ協議会」 
（上半期締め括り） 
 

      １２月は 「疫病予防と治療月間」 

BOXへ 三田 昌資、井上 正佳、稲掛 英男 

【 】小計 10,000円 今年度累計 283,500円 

目標額 597,060円 達成率 47％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 21,000円 今年度累計  522,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 40％ 

BOXへ 中野 孝治、稲掛 英男、林  良訓 

髙橋 英明 

 

万殿 慎二 

・第２回クラブ協議会よろしくお願い致

 します。 

内田 勝彦 ・先週例会欠席おわび。 

 

万殿 慎二 

・「心の絵」展ご協力ありがとうござ

 いました。 

内田 勝彦 ・細心の注意を払ってやっぱり祇園へ。 

 

井上 正佳 

・第２回「心の絵」展無事終了致しました。 

 ご協力ありがとうございました。 

児嶋 雄二 ・井上会員大変ご苦労様でした。 

 

 

森  正廣 

・１２月は「疫病予防と治療月間」です。

 コロナに負けないように身体を鍛え

 ましょう。 

 

出射 靖生 

・コロナ患者、京都でも急増しています。 

 ご用心。 

 

内山 正元 

・同大ラグビー部でコロナの集団感染が

 発生しました。皆様ご注意を！ 

 

 

吉田  修 

・民謡の教え子で３２年間習っていた

 ９９才のおばあちゃんが本日で退会

 します。そのために早退します。 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 

菱田 匡樹 ・ＰＣＲ検査 陰性でした。 

BOXへ 王   杲、稲掛 英男、井上 正佳 

三田 昌資 

  

  今日の歌    「冬の夜」 
 

燈火
ともしび

ちかく 衣
きぬ

縫う母は 

春の遊びの  楽しさ語る 

居並ぶ子供は  指を折りつつ 

日数数えて  喜び勇む 

囲
い

炉
ろ

裏
り

火
び

は とろとろ 

外は吹雪 

【 】小計 17,000円 今年度累計 818,500円 
目標額 744,000円 達成率 110％ 1人当たり24,000円以上 

末永  寛 ・井上さん「心の絵」展ご苦労様でした。 

内田 勝彦 ・「心の絵」展、皆様おつかれ様でした。 

 

谷口 泰義 

・「心の絵」展、皆様ごくろうさんで

 した。 

万殿 慎二 ・ようこそロイ君。 

 

吉田  修 

・ロイ君、いいお正月を。 

 さらに勉強してください。 

 

中野 孝治 

・来週から寒いそうです。カゼ、コロナ

 にならないように気をつけます。 

 

 

上原 従正 

・年末年始のコロナ感染拡大を懸念して

 います。米山奨学生の健康を祈念して

 います。 

出射 靖生 ・ポリオなくそう 

BOXへ 森  正廣 

１２月会員誕生日のお祝い 
  吉田会員と万殿会長 

万殿会長 井上副会長 

髙橋直前会長 
Ｒ情報・規定審議 

内田幹事 菱田SAA 



12/18 京都東 「年忘れ家族会 」 例会時間臨時変更  × 

（金） 京都伏見 ～会員スピーチ～      一瀬  倫会員  ×  

 
京都洛西 

「『防衛省・自衛隊における 女性活躍推進等
について』」 防衛省自衛隊 京都地方協力 
      本部長 1等陸佐 亀井 律子様  〇       

 京都紫竹 新型コロナ感染者の急増を受けて夜間例会
は中止、通常例会となりました。      ×     

12/21 京都西 「年忘れ音楽例会」 チェリスト 石塚 俊様 
          ピアニスト 中島 幸子様  × 

（月） 京都紫野 年忘れ家族例会の為、12月19日（土）に 
                     変更。  × 

 京都中 「冬の家族親睦例会」のため日時変更     × 

 京都平安 18：30 「緩和ケアとACP」 京都府立医科大学    × 
疼痛・緩和医療学教室 助教 松岡  豊様 

12/22 京都東山 「休会」                       × 

（火） 京都西南 「休会」                       × 

 京都洛中 新入会員スピーチ 
「父とワインと私」         福村  直様  ▲ 

 京都洛南 「夜間例会」に臨時変更→２５日（金）   × 

12/23 京都 -新会員スピーチ-「クラシック音楽の世界」 
                 小林 育朗様   ▲ 

（水） 京都西北 「今、仏教がお手伝いできること」       × 
会員 宮 口 龍 雄様、会員 山口 洋子様 

 京都北東 「年末クリスマス会」→12/19(土)18：30～  × 

 京都嵯峨野 年末家族例会の為、例会変更         × 

 京都朱雀 「休会」                      × 

12/24 

 
京都南 会員スピーチ「新型コロナウィルスへの対応 

 ～感謝を込めて～」  池田 栄人会員  ×              

（木） 京都北 ｢スーパーコンピュータ富岳｣ 
                会員 美濃 導彦様  × 

   京都洛北 「上半期を振り返って」             ▲ 
会長 山本  博様 

 京都洛東 「年忘れ家族会」例会時間変更 18：00～  × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「休会」                      × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「休会」                                 × 

 京都さくら 「休会」                                 × 

 京都乙訓 「年次総会」                    × 

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  


