
「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１５日（木） クラブ・デー 第３回クラブ協議会 
 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 
 ５月２７日（木） クラブ・デー 第９回クラブ討論会 
 

   

 

 

 

 

◆地区行事  

 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２３日（日） 第２回社会奉仕委員長会議 

 14：00～16：00 ZOOMでの開催 

 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 

 

＊５月のほろにが会（5/11）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。 

 

 

 

会長テーマ 

2020-2021 WEEKLY BULLETIN 

京都桂川ロータリークラブ 
DISTRICT 2650 CHARTERD AUGUST 21.1989 

The Rotary Club of KYOTO-KATSURAGAWA 

「  伝える 」 

2021年4月15日 

No.1460  Vol.31-27 

京都市立西総合支援学校  

高等部  １年生 佐藤 真平さん 



 ２０２１年４月１５日（木）  第１４６０回例会  Vol.３１－２７ 

１．４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した。 

 山本会員、菱田会員が出席されました。 

２．４月２４日（土）京都洛西ＲＣのホストによる 

 インターシティーミーティング第３組が開催され

 ます。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が、多数のご参加 

 よろしくお願い致します。 

例会プログラム 

開会点鐘    12：30                               

ロータリーソング 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ 」 

今日の歌 「 京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌 」 

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３回クラブ協議会」（地区大会報告） 

    万殿 慎二会長 

    内田 勝彦幹事 
 

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。 

 

インターシティーミーティング第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 

 

夫人誕生日お祝い   

 ６日 近藤永太郎会員夫人 和子様 

    ７日 井上 正佳会員夫人  裕子様 

 １４日 藤井文治郎会員夫人 政子様 

   １７日 鎌野孝和会員夫人  幸子様 

   １８日 内田勝彦会員夫人 由美子様 
  

創業記念日お祝い 

  １日 林 良訓会員  ㈱マリーナ雄琴 

  １日 谷口泰義会員 ㈱西京ｵﾌｨｽｼｽﾃﾑ 

  １日 内山正元会員 内山法律事務所 

 １日 福田義久会員 ㈱アールプランニング 
 

４月おめでとうございます 

左から 松原六郎ガバナー（福井ﾌｪﾆｯｸｽRC） 
馬場益弘ガバナーエレクト（京都西RC） 
尾賀康裕ガバナーノミニー（近江八幡RC） 
中野博美ガバナーノミニー・デジグネート（京都RC） 

ホストクラブ 
福井フェニックス会長
竹内順子様 

特別講話 
「ロータリーと人生」 
元RI理事 千 玄室様 

去る、４月４日（日）京都ホテルオークラにおいて 
2020-21年度「地区大会」が開催されました。 



４月８日（木）例会   
会員数 ３０名（内出席免除１３名）  
出席者 ２０名（３名） １００％ 
ご来客  ０名 

 

４月２２日（木） 
 「会員スピーチ」 

【 】 小計 4,000円  今年度累計  67,000円 
目標額 99,510円 達成率 67％ 1人当たり30ﾄﾞﾙ以上   

BOXへ 中野 孝治、谷口 泰義 

【 】 小計  2,000円   今年度累計 102,500円 
目標額 400,000円 達成率 26％ 

「会員スピーチ」 

       ４月は 「母子の健康月間」 

【ニコニコ箱】 小計 30,000円 今年度累計  786,500円 
目標額 1,300,000円 達成率 61％ 

BOXへ 藤井文治郎、末永  寛、中川 俊夫 

児嶋 雄二 

万殿 慎二 ・会員スピーチよろしくお願いします。 

BOXへ 德田 正彦、藤井文治郎、井上 正佳 

稲掛 英男 

BOXへ 万殿 慎二 
 

瀬田 保二 

・あっと言うまに桜が終りました。 

 昨日はたけのこのさしみを頂きました。 

王   杲 ・連続２日ゴルフ、大変疲れました！ 

内山 正元 ・ミャンマーの窮状に心を寄せて。 

太田 勝彦 ・桜が終りました。 

 

稲掛 英男 

・コロナ感染者が増えてきました。 

 皆さん御注意を。 

 

出射 靖生 

・変異型コロナウイルスが京都でも47％

 をしめています。御用心。 

【 】小計 20,000円 今年度累計 412,500円 

目標額 597,060円 達成率 69％  1人当たり180ﾄﾞﾙ以上 

【 】小計 17,000円 今年度累計 977,500円 
目標額 744,000円 達成率 131％ 1人当たり24,000円以上 

上原 従正 ・米山奨学生の健康を祈願して。 

 

内山 正元 

・東芝が買収される？ 

 何があるか分かりません。 

菱田 匡樹 ・スピーチ楽しみに。 

 

万殿 慎二 

・地区大会、千さん９８才スピーチ 

 すごいです。 

谷口 泰義 ・「心の絵」展頑張って下さい。 

 

中野 孝治 

・コロナまた増えてきましたね。 

 心配です。 

BOXへ 太田 勝彦、稲掛 英男、藤井文治郎 

井上 正佳、児嶋 雄二 

 

「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/ 

上原 従正 ・コロナ第４波危惧しています。 

森  正廣 ・久しぶりにスナックに行きました。 

 

出射 靖生 

・春の交通安全週間中です。 

 つかまらない様に。 

王   杲 ・新ルール「会員スピーチ」を楽しみに！ 

出射 靖生会員 中川 俊夫会員 

王  杲会員 内山 正元会員 

 

森  正廣 

・ゆったり片山津温泉、敦賀で「生へ

 しこ」満喫。 

井上 正佳 ・コロナ急拡大！！心配です。 

德田 正彦 ・先週休会お詫び。 

 

 

山本 拓生 

・次男に１年遅れの大学入学式があり 

 ました。残念ながら保護者の出席は

 叶いませんでした。 

マルチプル・ポールハリス

フェロー表彰の上山泰弘会員

と万殿会長 



4/16 京都東 「齊藤貞一郎と東ロータリークラブの思い出」 
㈱ぎをん齋藤 制作部長 田中 創造様 × 

（金） 京都伏見 ～第2回情報集会例会～             × 

 京都洛西 「仏教と経済」本願寺 参与 林  猛雄様〇 

 京都紫竹 「クラブ・フォーラム⑥創立30周年に向けて」 × 

4/19 京都西 「地区社会奉仕委員会について」       × 
RI第2650地区社会奉仕委員長 影近義之様 

（月） 京都紫野 「たかが庖丁、されど庖丁 切れ味で料理が変わ 
ります！」 食道具竹上 代表 廣瀬康二様  × 

 京都中 「創立30周年記念例会」⇒17日（土）に変更 
× 

 
京都平安 18：30 

「京都発、ロボットコンテストを通じた次世代 
エンジニア育成の挑戦」次世代ロボットエンジ
ニア支援機構 代表理事 川節 拓実様  × 

4/20 京都東山 「姉妹クラブフォーラム」            × 
姉妹クラブ委員長 郡  正樹様 

（火） 京都西南 「日本人にとっての鳥・・・山階鳥研の資料から」   
(公)山階鳥類研究所所長 奥野卓司氏様 × 

 京都洛中 「クラブ中長期ビジョンについて」       × 
クラブ中長期ビジョン特別委員長  半井 隆利様   

 
京都洛南 

「インドでの世界社会奉仕委員会事業報告（仮）」 
 公益社団法人日本国際民間協力会 
 事業担当者                  ×                       

4/21 京都 -新会員スピーチ-「『ビール』と『かけそば』」 
                 安元 裕之様  ▲ 

（水） 京都西北 「京都西北ローターアクトクラブとの合同例会」  
             → ２２日(木) 19:30～  ×  

 京都北東 「クラブデー」                    × 

 京都嵯峨野 「クラブ・デー」                       × 

 京都朱雀 「第２回クラブアッセンブリー」        × 

4/22 

 
京都南 「百寿記念スピーチ」（仮）           × 

上西 阿沙会員           

（木） 京都北 -新入会員スピーチ- ｢蔵出し！京にまつわる 
名盤・酩盤・迷盤VOL1｣ 会員 葛城敏史様 × 

   京都洛北 「未定」                        ▲  
会員 藤井 浩一様                   

 京都洛東 「スーパーサーズデー」             × 
                    

 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  

-クラブ・デー－                    × 

 京都さくら 
     18：30 

クラブ・フォーラム                ▲ 
「15周年記念事業について」                    

 京都乙訓 「未定」                        × 

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  


