
「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 

４-５月の行事予定 

◆クラブ内行事    

 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 
 ５月 ６日（木） 休会 
 ５月１３日（木） 現次年度理事役員会 
 通常例会 
 ５月２０日（木） 創立３０・３１周年記念例会 
 会員のみでの開催 
 

   

 

 

 

 

◆地区行事  

 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 

 13：30～15：00 京都ホテルオークラ 

 （万殿会長、内田幹事） 

 ５月３０日（日） 2021-22年度 IAC会長幹事研修会 

 13：30～15：30 ZOOMでの開催 
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 ２０２１年４月８日（木）  第１４５９回例会  Vol.３１－２６ 

１．４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、会長、幹事が出席いたしま

 した。 

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。 

 山本会員、菱田会員が出席いたします。 

 

日 時 2021 年４月１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、山本、菱田、森、王、林 
 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 
３．４月例会プログラムについて 
 ⇒ 当面は「会員スピーチ」を行う。当日、３名に依頼 
   する。 
４．第３回クラブ協議会について  4/15（木） 
 ⇒  ４/４開催の地区大会の報告を会長・幹事が行う。 

５．創立３０・３１周年記念例会について 
 ⇒ ５/２０（木）に開催、祝宴は別日で行う。 
６．第９回クラブ討論会（研修リーダー） 5/27（木） 
 ⇒ 会長・幹事に一任。 
７．「春の家族会」について 
 ⇒ 行わない方向で、炉辺会合も行わない。 
８．その他  
 ⇒・松本先生、１・２月分の謝礼について 
  ・西京ジュニア消防団へ協力金の贈呈について 

例会プログラム 

 
2021-22年度 

第３回「心の絵」展について 
 

４月１日（木）に開催されました次年度理事役員会

において、第３回「心の絵」展、実行委員会が選考

されました。次年度の開催にむけて準備を進めて 

 参ります、会員各位のご協力をお願いいたします。 

 

 委員長 井上 正佳 

 委員 三田 昌資、王   杲 

  髙橋 英明、瀬田 保二 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 それでこそロータリー 」 

今日の歌 「春の小川 」  

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。 
 

◆ロータリーレートのお知らせ 
日本事務局より、４月のレートは１ドル１１０円と 
お知らせが届きました。（参考：３月＝１０６円） 
 

 

インターシティミーティング第３組 
「ロータリーとＳＤＧｓ」 

 

４月２４日（土） １３：３０～１５：００ 

 開会式  １３：３０～ 

 基調講演 １３：５０～１４：５０ 

  「どうつくる？持続可能な社会」 

     日本科学技術ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ会議会長 室山 哲也氏 

 閉会式 １４：５０～１５：００ 
 

京都ホテルオークラとオンラインによる 

ハイブリット方式 

 

※ 会長幹事以外の会員の皆様は 

  リモート形式（ZOOM）での参加 

  となります。 
 

 事前登録専用ページ 

     https://bit.ly/2MZr5G6 

 

 今日の歌     「春の小川」 
 

春の小川は  さらさら行くよ 

岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく  色うつくしく 

咲けよ咲けよと  ささやきながら 



４月１日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１３名）  
出席者 １９名（２名） １００％ 
ご来客  ２名 

 

４月１５日（木） 
 クラブ・デー 
「第３回クラブ協議会」（地区大会報告） 
    会長・幹事 

【 】 小計 6,000円  今年度累計  63,000円 
目標額 99,510円 達成率 63％ 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 100,500円 

目標額 400,000円 達成率 25％ 

「会員スピーチ」 

       ４月は 「母子の健康月間」 【ニコニコ箱】 小計 36,000円 今年度累計  756,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 59％ 

BOXへ 松尾 義平、中川 俊夫、稲掛 英男 

 

安田  勝 

・今年は桜が特別美しい、特に山桜が

 きれいです。 

BOXへ 稲掛 英男、井上 正佳、三田 昌資 

BOXへ 万殿 慎二、上原 従正、林  良訓 

谷口 泰義 

日 時 2021 年４月１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 
出席者 山本、王、井上、万殿、菱田、三田、森、 
 林、児嶋、末永の各会員 
 

議 事 
１．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）について 
 ⇒ 現時点での人員を承認して頂いた  
２．年間行事予定について  
 「心の絵」展 実行委員会選考の件 
 ⇒ 委員長：井上会員  
   委員：三田、王、髙橋、瀬田の各会員 
３．週報について 
 ⇒ 出射広報委員長より夫人の絵の提供 
４．予算について 
 ⇒ 予算案の通り。 
５．その他 会長エレクト研修セミナーの報告 
      地区行事予定 

万殿 慎二 ・安田さん、松尾さんようこそ 

児嶋 雄二 ・安田先生、松尾さん お久しぶりです。 

 

瀬田 保二 

・松尾様、安田先生 出席大変うれしい 

 です。 

井上 正佳 ・桜満開！！ 

吉田  修 ・本日、早退お詫び。 

森  正廣 ・山科川の桜満開！ 

林  良訓 ・感染拡大 ほんとに大変。 

【 】小計 25,000円 今年度累計 392,500円 

目標額 597,060円 達成率 66％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【 】小計 16,000円 今年度累計 960,500円 
目標額 744,000円 達成率 130％ 1人当たり24,000円以上 

 

王   杲 

・松尾先生と安田先生に会えて良かった 

 です。 

吉田  修 ・ロイ君を想って 

林  良訓 ・ゴールデンウィークどうなるのかな 

 

吉田  修 

・安田先生、松尾さん ようこそ 

 また、おいでくださいね。 

林  良訓 ・会員スピーチ楽しみに。 

児嶋 雄二 ・本日、入社式でした。 

山本 拓生 ・筋トレ 始めました。 

内山 正元 ・来週、吉野の桜を見に行きます。 

BOXへ 万殿 慎二、稲掛 英男、井上 正佳 

三田 昌資 

上原 従正 ・インターアクトの活動に寄せて。 

谷口 泰義 ・松尾さんの顔が見れてうれしい。 

中野 孝治 ・新年度、がんばりましょう！ 

森  正廣 ・これから舞鶴へ行きます。 

谷口 泰義 ・桜が満開です。 

末永  寛 ・桜が満開！ 

第３回「心の絵」展に
ついて 瀬田保二会員 

松尾義平名誉会員  

「会員スピーチ」 
三田昌資会員  

「会員スピーチ」 
万殿慎二会長  



4/9 
京都東 

「宝塚音楽学校を通して得た物～さまざまな  
 仕事を楽しむ～ 」               × 

㈱LAVIZE 玉井 玲花さん（元宝ジェンヌ） 

（金） 京都伏見 ～国際奉仕クラブ・フォーラム～「留学生の 
 現況と就職について」 奥  達也会員  ×    

 京都洛西 「未定」                            〇    

 
京都紫竹 

「クラブ・フォーラム⑦ 連絡事項のライング
ループ化について」               × 

IT委員会委員長 若宮 隆幸会員 

4/12 
京都西 

追悼例会                    × 
「故 栗原伸治会員を偲んで」岸本 健治会員 
「故 佐藤幸男会員を偲んで」石田 公和会員                            

（月） 京都紫野 「夢のアトサキ～アスリートのセカンドキャリア～」
Arrow me㈱ 代表取締役 清野  暁様    × 

 京都中 「創立30周年記念式典・祝賀会インフォメー
ションpart2 」                          ×  

 京都平安 18：30 次回の例会は、4月19日（月）の開催予定に
なります。                    ×                       

4/13 京都東山 「臨時休会」                       × 

（火） 京都西南 「京都円山 天正」    足立 健治会員 ×         

 京都洛中 「日本画からことほぐ-あたたかな風のつぼみ  
 を-」        日本画家 定家亜由子様  ▲ 

 京都洛南 「中間クラブ・アッセンブリー」        ×                       

4/14 京都 プログラムなし 13：00～13：30開会       ▲ 

（水） 京都西北 ～クラブ・デー～                    ×  
「公共イメージ部門 第７回クラブフォーラム」 

 京都北東 「未定」       会計 岡本   進様  × 

 京都嵯峨野 「第４回クラブ・アッセンブリー」              × 

 
京都朱雀

「クラブデー」 職業奉仕フォーラム 職業奉
仕委員会  大谷 裕三委員長 「我社の経営 
 理念」青竹 邦男会員、上田  昇会員 × 

4/15 

 
京都南 「旭日双光章叙勲スピーチ」         × 

               栩谷 晴雄会員 

（木） 京都北  ｢ジパング－金の日本史－｣          × 
会員 村上  隆様 

   京都洛北 「初めまして金澤です」             ▲  
会員 金澤 宗達様                   

 
京都洛東 

「共に生きる社会を目指して～ロータリーから
蒔かれた種～」 公益法人PHD協会  
        事務局長  坂西 卓郎様  ×                  

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

「ダイヤモンドプリンセス号からの奇跡の生還 
 はや1年」          三木 貴夫様  × 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

｢休会」                         × 

 京都さくら 会員スピーチ「企業も個人もSDGsの視座を 
 持つ」             神田 尚子様  ▲       

 京都乙訓 「特別休会」                   × 

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  


