
「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 

１-４月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  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） 

  ２月 ４日（木） 通常例会 現次年度理事役員会 

  ２月１１日（祝） 祝日休会 

 

  
 

   

 

 

 

 

◆地区行事  

 １月１６日（土） 第２回青少年奉仕担当者会議（Zoom） 

 ２月 ７日（日） 第２回インターアクト研修会（Zoom） 

 ２月２１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Ⅲ 1～3 WEB研修会 

 ２月２８日（日） 第2650地区RLIパートⅢ 4～6 WEB研修会 

 ４月 ４日（日） 地区大会 

 時間未定、京都ホテルオークラ 

 出席対象者：地区内96クラブ会長と地区役員 

 ４月２４日（土） 第３組 インターシティーミーティング 

 １３：３０～ ANAクラウンプラザH京都 
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 ２０２１年１月７日（木）  第１４５５回例会  Vol.３１－２２ 

１．本日は例会終了後、現次年度理事役員会を開催し

 ます。 

２．次年度理事メンバーが決定いたしましたので、

 お知らせいたします。 

 ｸﾗﾌﾞ管理･運営（親睦） 太田 勝彦 

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（職業奉仕） 髙橋 英明 

 社会奉仕 森  正廣 

 青少年奉仕 中野 孝治 

 国際奉仕 林  良訓 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山 児嶋 雄二 

 広 報 出射 靖生 

例会プログラム 

東京米山友愛ＲＣが創立10周年 
 

 米山学友を中心に国内で初めて設立されたロータリー

クラブ、東京米山友愛ＲＣの創立10周年オンライン 

記念例会が11月15日に開催され、事前に登録したロー

タリアンや米山学友など約200人が参加しました。 
 

 今年4月に式典が予定され、コロナ禍のため延期に

なっていたもので、淺田豊久直前ガバナー、福原有一

ガバナー、当会齋藤直美理事長からの祝辞が動画で

寄せられました。 
 

 当日のハイライトは、同クラブ会員が集まる会場と

モンゴルからジャンチブ・ガルバドラッハさん、中国

から姫軍さんを中継でつなぎ、関 博子特別代表に 

よる進行のもと行われた特別対談。 

ジャンチブさんと姫さんからはそれぞれの近況や想い

とともに、両国の学友会設立に尽力した当会の故 板

橋敏雄名誉理事長を偲び、後輩の奨学生・学友に向け

たメッセージが述べられました。 

 また、視聴者からチャットで寄せられた質問に対し

二人が回答する場面もありました。 

 

 現在の会員数は35人、出身国・地域は10にのぼり、

福原ガバナーの言葉によれば、現在もなお「多様性の

大切さをわれわれに認識させてくれる」クラブです。

この10年間、ロータリー賞、ガバナー賞を受賞するな

ど多くの活動実績がありますが、スポンサークラブを

はじめ日本中のロータリアンから次世代への思いをつ

ないで欲しいという、期待にあふれたオンライン記念 

例会となりました。 

◆２０２３～２４年度ガバナー決定 
２０２０年１２月７日付にて地区公示が行われま
したが公示期限の２０２０年１２月２０日までに
地区内いずれのクラブからも対抗候補者の届け出
がありませんでしたので、地区ガバナー指名委員会
が推薦した候補者 京都ロータリークラブ中野博美
（なかのひろみ）会員がRI細則12.030.10により 
当地区ガバナーに決定いたしました。 

 
 

◆休会および例会変更のお知らせ 
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。 
 

 １月 ８日（金）京都東ＲＣ、京都紫竹ＲＣ 
 １月１２日（火）京都東山ＲＣ 
   京都西南ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
 

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」 

今日の歌 「１月１日」 

友愛の挨拶  

ご来客のご紹介  

会長挨拶 

乾杯  

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 

 「歳男放談」   藤井文治郎会員 

     中野 孝治会員 

 

閉会点鐘    13：30   

 

 １月１３日（水）京都西北ＲＣ、京都朱雀ＲＣ 
 １月１４日（木）京都北ＲＣ、京都さくらＲＣ 
 １月１９日（火）京都西南ＲＣ、京都洛南ＲＣ 
 １月２１日（木）京都乙訓ＲＣ 
  １月２２日（金）京都洛西ＲＣ 
 １月２６日（火）京都東山ＲＣ 
 １月２７日（水）京都嵯峨野ＲＣ 
 １月２８日（木）京都南ＲＣ、京都北ＲＣ 
   京都イブニングＲＣ 
 ＊ビジター受付はありません。 

今日の歌   

 「１月１日」 
 

年の始めの ためしとて 

終りなき世の めでたさを 

松竹たてて 門ごとに 

祝
いお

う今日こそ 楽しけれ 



１２月１７日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１０名）  
出席者 ２４名（４名） １００％ 
ご来客  ２名 

 

１月１４日（木） 
 

 「未定」 

【 】 小計 12,000円  今年度累計  48,000円 
目標額 99,510円 達成率 48％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 中野 孝治、吉田   修 

【 】 小計  2,000円   今年度累計 75,500円 
目標額 400,000円 達成率 19％ 

「故 千田適会員 
追悼例会」 
 

      １月は 「職業奉仕月間」 

BOXへ 藤井文治郎、井上 正佳、三田 昌資 

田中  守、稲掛 英男、吉田    修 

林  良訓 

【 】小計 16,000円 今年度累計 299,500円 

目標額 597,060円 達成率 50％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【ニコニコ箱】 小計 58,000円 今年度累計  580,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 45％ 

BOXへ 中野 孝治、髙橋 英明、田中  守 

三田 昌資 

万殿 慎二 ・千田適会員を偲んで。 

森  正廣 ・千田さんを偲んで。 

 

万殿 慎二 

・山本会長エレクト、次年度役員会では 

 お世話になりました。 

 

谷口 泰義 

・千田さんのご冥福をお祈りいたし

 ます。 

林  良訓 ・千田先生を偲んで。 

中川 俊夫 ・千田さんを偲んで。 

瀬田 保二 ・千田会員を偲んで。 

児嶋 雄二 ・故 千田会員を偲んで。 

 

德田 正彦 

・故 千田先生のご冥福をお祈り申し上

 げます。 

稲掛 英男 ・千田適会員を偲んで。 

 

王   杲 

・故 千田先生のご冥福をお祈り申し

 上げます。 

BOXへ 藤井文治郎、井上 正佳、田中  守 

稲掛 英男、林  良訓 

【 】小計 15,000円 今年度累計 833,500円 
目標額 744,000円 達成率 112％ 1人当たり24,000円以上 

万殿 慎二 ・コロナ禍どうなるの？ 

瀬田 保二 ・安田先生、お元気なお姿うれしいです。 

 

末永  寛 

・上原さん、今回ありがとうございま

 す。 

 

王   杲 

・次年度の役員会の皆様お世話になりま

 した。有難う御座いました。 

安田  勝 ・千田先生を偲んで。 

BOXへ 森  正廣 
上原 従正 ・千田適会員の冥福をお祈りして。 

吉田  修 ・千田適会員のご冥福をお祈りして。 

井上 正佳 ・千田会員のご冥福をお祈りいたします。 

出射 靖生 ・今日朝は白銀の世界でした。 

安田  勝 ・鎌野先生のご快復を祝して。 

 

末永  寛 

・故 千田さんのご冥福をお祈り致し

 ます。 

吉田  修 ・追悼 千田さん 

山本 拓生 ・千田先生のご冥福をお祈りして。 

 

内山 正元 

・寒さがきびしいですが、初雪がきれい

 です。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

万殿 慎二 ・安田先生お久しぶりです。 

児嶋会員 

吉田会員 

万殿会長 

千田夫人 

内山会員 

 

「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/ 



1/8 京都東 「休会」                       ×  

（金） 京都伏見 ～当たり年会員スピーチ～          ×  

 京都洛西 会員スピーチ「歳男、歳女 放談」       〇     

 京都紫竹 「休会」                       ×  

1/11 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 次回の例会は、1/18（月）の開催予定になり 
ます。 

1/12 京都東山 「休会」                        × 

（火） 京都西南 「休会」                          × 

 京都洛中 「歳男放談」   丑年生まれ 森   幸治様 
       河内 義之様、左海博康君様 ×               

 京都洛南 「休会」                       ×  

1/13 

京都 

「IOTとAIが切り開く、第4次産業革命＝DX 」 
元ｸﾞー ｸﾞﾙ米国本社副社長 兼 日本法人初代社長 
㈱村上憲郎事務所 代表取締役 
                村上 憲郎様   ×  

（水） 京都西北 「休会」                       × 

 京都北東 「歳男放談」 丑年生まれの会員       × 
 石田  徹様、清水 英司様、ｱﾐｰﾗ ﾁﾎﾘ様               

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                  × 

 京都朱雀 「休会」                       × 

1/14 

 
京都南 新会員スピーチ「まちづくりという仕事」    × 

藤原 壮督会員 

（木） 京都北 「休会」                       × 

   京都洛北 「クラブデー」  「歳男放談」         × 

 京都洛東 「能楽の伝承について」            × 
観世流 宮本 茂樹様 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「現役バスガイドによるバーチャル京都ツアー」 
明星観光バス㈱ 案内係 山口 未来様 × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「2年間のロータリークラブ参加を振り返って」    
    米山奨学生 リュウ ハンイーさん   × 

 京都さくら 「休会」                       × 

 京都乙訓 「歳男放談」 丑年生まれの会員      × 

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  


