
「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 

３-４月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 ３月２４日（水） 「マリン同好会」 １１：００～ 
 マリーナ雄琴  ※雨天決行 
 ３月２５日（木） 通常例会 
 ４月 １日（木） 現次年度理事役員会 
 通常例会 
 ４月 ８日（木） 通常例会 
 ４月１５日（木） 通常例会 
 ４月２２日（木） 通常例会 
 ４月２９日（木） 祝日休会 
 

   

 

 

 

 

◆地区行事  

 ３月２０日（土） 会長エレクト研修セミナー（PETS） 

 オンライン開催 14：00～15：30   （山本会長ｴﾚｸﾄ） 

 ４月 ４日（日） 地区大会 京都ホテルオークラ 

 12：00受付、12：25～15：25  

 出席対象者：地区ロータリークラブ会長・幹事、 

 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ会長と地区役員 （万殿会長、内田幹事） 

 ４月１１日（日） 2021-22年度 地区研修・協議会 

 国立京都国際会館 12：30受付、13：00～15：00 

 2021-22年度会長、幹事 

 ４月２４日（土） 第３組 インターシティーミーティング 
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 ２０２１年３月１８日（木）  第１４５６回例会  Vol.３１－２３ 

１．３月２０日（土）会長エレクト研修セミナーが

 開催され、山本会長エレクトが出席されます。 

２．４月１１日（日）国立京都国際会館において

 2021-22年度地区研修・協議会が開催されます。 

 今回は分科会は開催せず、会長幹事が出席いたし

 ます。 

３．４月開催のロータリーほろにが会の開催は中止

 となりました。 

例会プログラム 

◆事務局移転のお知らせ 
京都朱雀ＲＣ ３月１７日（水）より 

下京区東堀川通塩小路下ル松明町1 

リーガロイヤルホテル京都 B1F 事務所2 

電話：075-352-1221 

FAX：075-352-1222 

E-mail：jimu@kyotosuzakurc.com 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「我等の生業」 

今日の歌 「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

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 

クラブ・デー 第８回クラブ討論会 

 「２０２１-２２年度IMについて」   

     2021‐22年度IM実行委員長  

     末永   寛会員 

閉会点鐘    13：30   

 

 会員誕生日お祝い  

１月 

 １９日 井上 正佳会員 

 ２２日 藤井文治郎会員  

 ２３日 太田 勝彦会員 
 

２月  

  ２日 瀬田 保二会員      

  ７日  稲掛 英男会員 

    ２３日 近藤永太郎会員  
 

３月  

  ４日 森       正廣会員 

 ２７日 安田  勝会員 
 

 夫人誕生日お祝い 

２月 

  １日 瀬田 保二会員夫人 和子様 

 １０日 三田 昌資会員夫人 由美子様 

 １２日 上山 泰弘会員夫人 美絵様 

 １７日 林  良訓会員夫人 敦子様 

 １８日 織田 鉄也会員夫人 晃子様 

 １９日 中野 孝治会員夫人 宣子様 
 

 結婚記念日お祝い 

  ２月 

    ７日 内田 勝彦会員 
 

３月 

  ２日  田中 守会員  

  ５日  末永  寛会員 

    ３０日 近藤永太郎会員       
 

 創業記念日お祝い 

 １月 

  １日  德田正彦会員  (有)徳田 

  １日  田中 守会員 田中税務会計事務所 

 １１日  稲掛英男会員  稲掛医院 
 

２月 

   １日  万殿 慎二会員  (有)万殿建設 

   １日  中川 俊夫会員 ㈱中川商会 

  １日  藤井文治郎会員 糸屋ホテル 

    １９日 吉田  修会員 吉田ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 

３月 

  １日  上山泰弘会員 上山歯科診療所 
 

おめでとうございます 

日 時 2021 年３月４日(木) 今年度理事役員会終了後 

場 所 ザ・サウザンド キョウト「花鳥」 
出席者 山本、井上、万殿、菱田、髙橋、森、中野、 
    末永の各会員 
議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成について⇒前月から変更なし 
２．年間行事予定について 
 ⇒ 「心の絵」展について井上会員より説明された。 
   3/25の例会においてクラブ内で協議する。 
３．週報について 
４．予算について 

 ⇒ 例年通り予算組を行うが、「心の絵」展について
 社会奉仕から奉仕プロジェクトの予算で行うのが
 良いと思われるのでその方針に変更することとした。 

但し、本事業を継続事業とすることについてのクラ
ブ内でのコンセンサスが取れていないという指摘
があったため、3/25の例会において話し合うこと
としそこでコンセンサスが取れたら予算をとることと
する。 

５．その他 2021-22年度RI会長 テーマの発表 
      地区行事予定 



１月７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 

 

３月２５日（木） 
 

「『心の絵』展 開催について」  

【 】 小計 2,000円  今年度累計  50,000円 
目標額 99,510円 達成率 50％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 内田 勝彦、吉田  修、万殿 慎二 

三田 昌資 

【 】 小計  6,000円   今年度累計 81,500円 
目標額 400,000円 達成率 20％ 

「歳男放談」 

        ３月は 「水と衛生月間」 

【ニコニコ箱】 小計 49,000円 今年度累計  629,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 48％ 

BOXへ 末永  寛、三田 昌資 

 

万殿 慎二 

・新年明けましておめでとうござい

 ます。本年もよろしくお願いします。 

BOXへ 万殿 慎二、井上 正佳、三田 昌資 

中野 孝治 

【 】小計 18,000円 今年度累計 911,500円 
目標額 744,000円 達成率 123％ 1人当たり24,000円以上 

BOXへ 万殿 慎二 

 

「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/ 

 

内田 勝彦 

・明けましておめでとうございます。 

 本年もどうぞよろしくお願いします。 

児嶋 雄二 ・新年おめでとうございます。 

德田 正彦 ・謹賀新年 本年もよろしく。 

吉田  修 ・謹賀新年！！ 

 

井上 正佳 

・明けましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

稲掛 英男 ・明けましておめでとうございます。 

髙橋 英明 ・明けましておめでとうございます。 

上原 従正 ・今年もよろしく。 

 

森  正廣 

・あけましておめでとうございます。 

 今年もよろしくお願い致します。 

瀬田 保二 ・今年はきっと良い年に成りますように。 

 

内山 正元 

・おめでとうございます。コロナに打ち

 勝つ年にしたいものです。 

出射 靖生 ・コロナ急増しています、御用心。 

林  良訓 ・コロナよ早く終息して。 

谷口 泰義 ・今年の幸せを祈ります。 

 

山本 拓生 

・菱田さん娘さんの誕生おめでとう 

 ございます。 

中野 孝治 ・本日 スピーチ、ガンバリます。 

藤井文治郎 ・スピーチさせていただきます。 

【 】小計 21,000円 今年度累計 320,500円 

目標額 597,060円 達成率 54％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

髙橋 英明 ・藤井さん、中野さんスピーチ楽しみに。 

内田 勝彦 ・今朝は雪がちらちらしていましたね。 

森  正廣 ・新春は大吉山に登ります。 

林  良訓 ・あけましておめでとうございます。 

 

菱田 匡樹 

・あけましておめでとうございます。 

 本年も宜しくお願いします。 

 

山本 拓生 

・明けましておめでとうございます。 

 本年もよろしくお願いします。 

稲掛 英男 ・明けましておめでとうございます。 

 

吉田  修 

・みなさま、年頭早速の賀状をありが

 とうございました。 

藤井文治郎 ・賀正 

 

内山 正元 

・大学ラグビー、高校ラグビーを楽しま

 せてもらっています。 

出射 靖生 ・早退おわび。 

吉田  修 ・ロイ君、どうしてるかな 

 

末永  寛 

・あけましておめでとうございます。 

 本年もよろしく。 

稲掛 英男 ・明けましておめでとうございます。 

林  良訓 ・賀春。 

 

内田 勝彦 

・コロナがどんどん身近にせまって

 きましたね。 

瀬田 保二 ・本年もよろしくお願い致します。 

BOXへ 万殿 慎二、德田 正彦、井上 正佳 

三田 昌資 

藤井文治郎会員 中野孝治会員 



3/19 京都東 「樂焼って何だろう？」 千家十職 茶碗師  
              樂家16代当主 樂吉左衞門様 × 

（金） 京都伏見 「未定」                       ×  

 京都洛西 「休会」                       ×         

 京都紫竹 「休会」                       ×    

3/22 京都西 Zoomによる例会「未定」 
              会員 西   良夫様 × 

（月） 京都紫野 「新入会員スピーチ」              × 
加藤 友幸会員、宇野 武志会員 

 京都中 「会員スピーチ」                 ×  
会員 江谷  寛様 

 京都平安 18：30 次回例会は、３月２９日（月）の開催予定に 
なります。 

3/23 京都東山 「ロータリー財団・補助金フォーラム」      × 
ﾛｰﾀﾘｰ財団・補助金委員長 井川 正隆様 

（火） 京都西南 「歳男放談」                   × 
戸塚晴彦会員、伊藤友紀会員                        

 
京都洛中 

「洛中における文化財修理について」      ▲ 
  有限会社 川面美術研究所 代表取締役  

荒木かおり様 

 京都洛南 「米山奨学生終了のご挨拶」          × 
2020～21年度米山奨学生  劉   梅竹さん 

3/24 京都 「臨時休会」                   ×  

（水） 京都西北 「創立４５周年記念例会」           ×  

 京都北東 「未定」                           × 

 京都嵯峨野 「休会」                           × 

 京都朱雀 「入会式」   上田  一様、斎藤  晃様 × 
会員スピーチ「私の履歴書」西澤 明彦会員                   

3/25 

 
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 -新入会員スピーチ－「自己紹介とレーシング
カート｣          会員 佐々木太郎様 × 

   京都洛北 「オイラの趣味-となりの人間国宝さん」     
              会員 加藤 雅之 × 

 京都洛東 ｢米山奨学生修了スピーチ」  金   典さん 
「スーパーサーズデー」            × 

 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  

「休会」                       × 

 京都さくら 「臨時休会」                   × 

 京都乙訓 「臨時休会」                    × 

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  


