
「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 

４月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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  

 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 （山本会員、菱田会員） 

 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 

 （万殿会長、内田幹事） 
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 ２０２１年４月１日（木）  第１４５８回例会  Vol.３１－２５ 

１．本日例会終了後、現次年度理事役員会を開催い

 たします。 

２．４月４日（日）京都ホテルオークラにおいて

 地区大会が開催されます。万殿会長、内田幹事が

 出席されます。会員の皆様には、当日の様子をご

 覧いただけるようYouTubeにてライブ配信され

 ます。 

例会プログラム 

2021学年度の選考を全地区で実施 
 

 ２０２１年４月採用の新規米山奨学生の面接選考が

２月中旬までに、全国３４地区の各選考委員会によって

行われました。 学部・修士・博士課程奨学金と地区 

奨励奨学金、クラブ支援奨学金の申込者１,４３４ 人の

うち、６３８人が合格内定者として選出されました。

（今後、他の奨学金合格等による辞退・繰上げによる

人数変動あり）。このほか、渡日前採用型の海外応募者

対象奨学金に１２人（１２地区）が合格内定者として

選出されました。これらの内定者は２月１５日の選考

学務委員会での協議を経て、今後の常務理事会、理事会

（書面協議）を行い、合格者として承認されました。

合格通知は大学宛てに発送済みです。２０２１学年度

の奨学生数は、この新規合格者と昨年度からの継続

奨学生を合わせた９１２人（３月１１日現在）となり

ます。 

 なお、台湾および韓国の米山学友会が候補者（博士

号を持つ上級研究員）を推薦する海外学友会推薦奨学

金は、１月末の推薦期限を設けていましたが、新型コ

ロナウイルスの影響により期限を３月末まで延長して

います。  

 

マリン同好会の報告 
 

日時： ２０２１年３月２４日（水） 

  １１：００～ 

場所： マリーナ雄琴 

参加者： 谷口、児嶋、林、太田、万殿、三田、

 王、内田の各会員とゲスト7名  
 

２４日は春のようなお天気で、昼にはチョット早い 

ですが11時からの乾杯でスタートした久しぶりの 

同好会。 

王会員がたくさんのゲストを連れてきて頂きまして 

総勢２０名弱弱で大いに盛り上がりました！ 

しかし、結局は王会員がゲストの方とボートに乗った 

だけで、同好会メンバーはBBQと酒盛りで全くボートに 

乗ることなく終了‥‥。名前をBBQ同好会に改めるか

迷っています！！ 

次回は、皆さん大いに参加してください。    
 

  

報告：太田 勝彦 
 

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 

 「会員スピーチ」 
 

閉会点鐘    13：30   

 

◆市内ＲＣの例会開催について 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各ロータ
リークラブの例会開催の有無、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。 
 

◆例会開催時間変更のお知らせ 
京都ＲＣ 新型コロナウィルスの感染拡大防止対策と
して、例会中の会食を控えさせて頂くため、例会開催
時間を変更致します。 
 ４月のすべての例会（７日、１４日、２１日、２８日） 
 １３：００～１３：３０ 
 

◆例会場変更および事務局移転のお知らせ 
京都洛西ＲＣ 
例会場 ４月２日（金）より 
 京都ホテルオークラに変更 
事務局 ４月６日（火）より 
 中京区一之船入町537番地32 リベルタス御池801号 



３月２５日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１０名）  
出席者 ２２名（２名） １００％ 
ご来客  ０名 

 

４月８日（木） 
 「会員スピーチ」 

 

【 】 小計 4,000円  今年度累計  57,000円 
目標額 99,510円 達成率 57％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 中野 孝治、吉田   修 

【 】 小計  6,000円   今年度累計 94,500円 
目標額 400,000円 達成率 24％ 

「『心の絵』展の開催について」  
井上 正佳会員 
万殿 慎二会長 

        ４月は 「母子の健康月間」 

【ニコニコ箱】 小計 25,000円 今年度累計  720,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 55％ 

BOXへ 中野 孝治、髙橋 英明、三田 昌資

井上 正佳、稲掛 英男、児嶋 雄二 

万殿 慎二 ・マリン同好会たいへん楽しみました。 

BOXへ 稲掛 英男、末永  寛、井上 正佳 

三田 昌資 

BOXへ 万殿 慎二、内田 勝彦 

 

内田 勝彦 

・昨日のマリン同好会、 

 お天気最高でした。 

 

王   杲 

・マリン同好会楽しかったです。 

 幹事さんの皆様お疲れ様です。 

 

太田 勝彦 

・昨日のマリン同好会 

 参加ありがとうございました。 

 

林  良訓 

・児嶋さん、昨日はありがとうござい 

 ました。 

森  正廣 ・阿蘇内之牧温泉復活。 

吉田  修 ・お彼岸も過ぎて。 

 

出射 靖生 

・４月１日には３４名の新入職員をむか

 えます。例会欠席おわび。 

【 】小計 25,000円 今年度累計 367,500円 

目標額 597,060円 達成率 62％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【 】小計 15,000円 今年度累計 944,500円 
目標額 744,000円 達成率 127％ 1人当たり24,000円以上 

出射 靖生 ・井上会員のスピーチ楽しみに。 

 

谷口 泰義 

・マリン同好会 たくさん呑みました 

 サンキュー 

 

太田 勝彦 

・昨日のマリン同好会に参加いただき 

 ありがとうございました。 

吉田  修 ・ロイ君、どうしてるかな？ 

 

内田 勝彦 

・桜が一気に満開へ、 

 今年は早いですね。 

 

万殿 慎二 

・昨日は、遅くまで児嶋さん、林さん 

 ありがとうございました。 

 

林  良訓 

・昨日は、会長太田君をはじめ皆様 

 ありがとうございました。 

児嶋 雄二 ・お久しぶりです。 

上原 従正 ・世界に良いことをしょう。 

 

内田 勝彦 

・またじりじり増えてきましたね。 

 注意しましょう！ 

BOXへ 井上 正佳、末永  寛、稲掛 英男 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

森  正廣 ・卒業式、招待なかったようです。 

菱田 匡樹 ・本日も宜しくお願いします。 

吉田  修 ・姉の７０回忌を終えて。 

林  良訓 ・お久しぶりです。 

 

2020-21年度 地区大会 
「ライブ配信」のご案内 

 

２０２１年 ４月４日（日） 

１２：００～接続開始  

１２：２５～１５：２５ 

   

 地区ホームページ（https://rid2650.gr.jp)  

 より、地区大会のバナーを選択して下記の 

 パスワードをご入力ください。 

 

 ユーザ-名（半）：2650 

パスワード（半）：20210404 

米山功労者表彰およ
びマルチプルポール
ハリスフェローの林  
良訓会員と万殿会長 



4/2 京都東 「思い出の昭和 」   会員 福井 晟様  × 

（金） 京都伏見 「自社における社会貢献と職業奉仕」   ×  
大田  勝会員        

 京都洛西 「クラブ・デー」                  ×    

 
京都紫竹 

「いま押さえておくべき法改正－労働法等改
正の概要-」 
     社会保険労務士 原田 健太様  × 

4/5 京都西 「未定」                       ×                       

（月） 京都紫野 「同好会スピーチ」               × 
登山同好会・囲碁同好会 

 京都中 「会員スピーチ」                 ×  

 京都平安 18：30 「未定」                       ×                       

4/6 京都東山 クラブ・デー「インターアクトフォーラム」   × 
     インターアクト委員長  寄本  猛様 

（火） 京都西南 「歳男・歳女放談」               ×  
木村吉男会員、田尻世津子会員                                          

 京都洛中 「フルートとギターによるスプリングメロディ」×       
フルート 山村有佳里様、ギター 亀井貴幸様                     

 京都洛南 「未定」        会員 小中 達磨様  ×                       

4/7 京都 プログラムなし 13：00～13：30開会     ▲ 

（水） 京都西北 「弁護士の仕事とは？」             ×  
          会員 北村 幸裕様 

 京都北東 「未定」                       × 
クラブ会報・雑誌委員長 吉田 昌司様 

 京都嵯峨野 「戦前・戦後の話」 会員 長谷川善樹様  × 

 
京都朱雀

「青少年・国際奉仕委員会アワー 2」    × 
オンライン対談ビデオ報告（下編） 

青少年・国際奉仕委員会 藤田 祝委員長 

4/8 

 
京都南 「黄綬褒章受章スピーチ」           × 

吉岡 浩人会員 

（木） 
京都北 

｢メイク・ア・ウィッシュ～夢をかなえるお手伝い～｣
公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン
関西支部事務局スタッフ 百田さやかさん  × 

   京都洛北 「クラブデー」                   ×                  

 京都洛東 ｢次期山科区基本計画について」      × 
京都市 山科区長  大西 利加子様                      

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「会員スピーチ」                   × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢妊婦のダイエットは子どもの未来の生活習
慣病を生み出す」   会員 萩原 暢子様   × 

 京都さくら 会員スピーチ「ロータリークラブからの広がり 
 他」              岩村眞樹雄様  ×       

 京都乙訓 「クラブフォーラム」              × 
～創立50周年を振り返って～山本 隆一会員 

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  


