
「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 

７-８月の行事予定 

◆クラブ内行事    

  
  ７月 １日（木） 通常例会 理事役員会 
  ７月 ８日（木） 通常例会  
   第１回クラブ協議会（ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問準備） 
  各委員長より委員会活動計画の発表 
 ＊例会終了時間延長予定 
  ７月１５日（木） クラブ・デー 
  第１回クラブ討論会（クラブ管理運営） 
  ７月２２日（木） 祝日休会 
  ７月２９日（木） 
 
  

   

 

 

◆地区行事  

 ７月１７日（土） 2021-22年度第１回クラブ職業奉仕担当者研修会 

 京都府立京都学・歴彩館小ホール 13：30受付 

 Zoomによるオンライン参加 14：00～16：00 

 ８月 １日（日） インターアクト夏期研修 鹿児島 

   ～４日（水） 「平和学習」 戦争遺跡や資料館を訪れる 

 

 

  ＊７月のほろにが会（7/13）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。 
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 ２０２１年６月２４日（木）  第１４６０回例会  Vol.３１－２７ 

１．次週例会終了後、次年度理事役員会を開催いた 

  します。 

２．７月９日（木）、伊藤ガバナー補佐をお迎えして 

  次年度第１回クラブ協議会を開催します。 

  各委員長から委員会活動計画の発表があるため 

  例会終了時間の延長が予想されます。 

３．例会臨時休会によるクラブ協議会の中止により

  今年度の委員会活動報告は書面を配布させてい  

  ただくことになりました。 

例会プログラム 

開会点鐘    13：00                             

ロータリーソング 「 我等の生業」 

今日の歌 「夏の思い出」 

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     

 次年度への引継ぎ 

 創立30・31周年の事業報告および総括 
 

閉会点鐘      

 

◆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。 
 
◆クラブ名称変更のお知らせ 
 水口ロータリークラブ → 甲賀ロータリークラブ 
 ７月１日より名称が変更になります。 
※事務局の住所・電話・FAXは変更ありません。 

 

７月１日（木） 
 

 「就任の挨拶」   
 

 会長、副会長、会長エレクト、幹事  

 

「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/ 

 
会長退任のご挨拶 

 
2020-2021年度 

会長 万殿 慎二 
  

 ２０２０－２０２１年度京都桂川ロータリークラ
ブの会長退任にあたりご挨拶を申し上げます。 
 １年間にわたり、会長として任期をまっとうでき
ましたことは、内田幹事はじめ会員皆様ひとりひと
りからのご協力があればこそと、心より御礼申し上
げます。 
 会長テーマを「伝える」とし、コロナ禍の中、 
新しい生活様式でのロータリークラブ活動を模索して
まいりました。京都桂川ロータリークラブを地域の人
たちに伝え、チャーターメンバーから新会員までお互
いを知り、好意と友情をさらに深めることを目標と
しておりましたが、たび重なる緊急事態宣言及び 
まん延防止等重点措置の為、2021年1月14日～2月25日 
4月15日～6月17日の間が臨時休会となるなど満足する
例会活動ではなかったと思います。 
 ただ、開催中はコロナ感染予防対策としてアクリ
ル板の設置、テーブル定員数の削減を行い、マスク
の着用、検温、手の消毒をご協力いただいた結果、 
コロナ感染者を出すことなく開催できたことに感謝
いたします。 
 また奉仕活動に関しましては、ほぼ例年と同様の
活動ができたと思います。第2回「心の絵展」では 
京都西南ロータリークラブと変則的ですが２クラブ
のロータリアンがタッグを組み開催することができ
ました。400名以上の地域の皆様のご参加があり、 
たくさんの方にロータリークラブ活動を伝えること
ができたのではないでしょうか。 
 改めて今回、１年を振り返りコロナ禍の中でも
もっとやれることがあったのではという思いも致し
ます。会長としての仕事をあまり出来なかったこと
が悔やまれます。会長の仕事は終わりますが、これ
からもロータリークラブ活動への参加を通して、 
皆様とのつながりを大切に、好意と友情をさらに 
深めたいと思います。 
 次年度は山本会長、菱田幹事のもと素晴らしい1年
になることをお祈りして私の退任の挨拶とさせてい
ただきます。 
 京都桂川ロータリークラブの皆様、1年間ありがと
うございました。 



 

 会員誕生日お祝い  

５月 

 １５日  中野孝治会員  

 ２４日  三田昌資会員 

 ２５日  児嶋雄二会員  

 ２９日  鎌野孝和会員 

 ２９日  内山正元会員 

６月 

 １０日 上山 泰弘会員 

 ２５日 林  良訓会員 
 

 

 夫人誕生日お祝い 

４月 

  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 

５月   

 １３日  菱田匡樹会員夫人 穂波様 
 

 結婚記念日お祝い 

  ５月 

      ４日  内山正元会員    

   ８日  万殿慎二会員 

  １０日  藤井文治郎会員   

  １３日   菱田匡樹会員 

  ３１日 織田鉄也会員 

 ６月 

      ６日  福田 義久会員 
    

 創業記念日お祝い 

 ４月 

  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 

   日  福田義久会員 ㈱ｱｰﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 

５月 

   １日  三田昌資会員 ＮＩＣ㈱ 

 １０日  児嶋雄二会員  ㈱京写 

 １８日  王  杲会員 ㈱長城 

 ２３日  近藤永太郎会員 川西幼稚園 

６月 

  １日  松尾義平会員 ㈱京都市花き総合流通ｾﾝﾀー  

  １日 髙橋英明会員 ㈱髙橋ビル 

  １日 太田勝彦会員 太田建工㈱ 

 ２３日 菱田匤樹会員 丸菱建設株 
 

おめでとうございます 

     ６月は 「ロータリー親睦活動月間」 

  

６月４日、日本から台湾へ新型コロナウイルスの 

ワクチンが提供されたことに対して、姉妹クラブ 

の台湾三重中央ＲＣより感謝状が届きましたので 

ご紹介いたします。 

  

  2021年6月12日 

京都桂川ロータリクラブ 

   会長 万殿慎二様 

   及び会員の皆様方 

 

拝啓 夏の兆しが感じられる清々しい入梅の折、 

貴社におかれましては、ますますご清祥のことと

お喜び申し上げます。大変ご無沙汰しております。

万殿会長をはじめ、皆様方は相変わらずお元気で

しょうか。 

 さて、台湾は新型コロナウイルスの国内感染拡

大に散々な目に遭うところ、日本政府から緊急支

援として、アストラゼネカ製ワクチン124万回分を

いただき、まるで干天の慈雨と雪中送炭のような

ことでございます。日本国内の感染状況が依然厳

しい段階にあるにも関わらず、支援の手を差し伸

べていただいたことに、弊クラブ会員一同、心より

深く感謝し厚く御礼申し上げます。 

 日本と台湾は長期にわたって支え合い、友情の

絆を徐々に固めてきました。両国は手に繋いて共

にコロナ禍に立ち向かい、必ず困難を乗り越えら

れると確信しております。近い将来、皆様にまた 

お目にかかれることを、心よりお楽しみにして 

おります。その時までに、ご家族の方々と共に、 

くれぐれもご自愛くださいますよう、よろしく 

お願い申し上げます。 

敬具 

 

台湾三重中央ロータリクラブ 

会長   鄭  人文  

 今日の歌   

 「夏の思い出」  
 

作詞 江間章子  作曲 中田喜直 
 

夏がくれば思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧のなかにうかびくる 

やさしい影 野の小径（こみち） 

水芭蕉の花が咲いている 

夢見て咲いている水のほとり 

石楠花（しゃくなげ）色にたそがれる 

はるかな尾瀬 遠い空 



6/25 京都東 「創立65周年記念例会」例会時間臨時変更 
           クラブ会員のみで開催 × 

（金） 京都伏見 ～故 南 光大 会員 追悼例会・渡邊忠司 
       会長・西脇俊和幹事退任挨拶～ × 

 京都洛西 「退任挨拶」            会長、幹事 × 

 
京都紫竹 

「退任挨拶」     会長 疋田 覚会員 × 
副会長 新造一夫会員、会計 田中裕芳会員
SAA 明石好蔵会員、幹事 井上弘之会員 

6/28 京都西 「退任挨拶」 会長、会長エレクト、副会長 × 
幹事、理事、会計、会場監督 

（月） 京都紫野 「退任挨拶」                    × 

 京都中 「会長幹事ご苦労様会」開催の為、例会 
 変更 × 

 京都平安 18：30 次回の例会は、7/5（月）の開催予定になり 
ます。 

6/29 京都東山 「ヤレヤレ例会」（音楽例会）         × 

（火） 京都西南 「休会」                      × 

 京都洛中 春の同伴親睦会のため、時間臨時変更  
16:15～17：15                   ▲ 

 京都洛南 「最終夜間例会」                × 

6/30 京都 「一年を顧みて」 会長  山内 庄一郎様 ▲ 

（水） 京都西北 「休会」                     × 

 京都北東 「未定」                     × 

 京都嵯峨野 「休会」                     × 

 京都朱雀 「最終例会」                  × 

7/1 

 
京都南 「就任挨拶」     会長 橋本和良様 × 

副会長 下 嘉明様、副会長 髙橋拓児様 

（木） 京都北 「新年度を迎えて」       理事・役員  × 

   京都洛北 「就任挨拶」                  × 

 京都洛東 「就任挨拶」                  × 

 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
8：00 

第１回クラブ協議会              × 
「理事・役員 就任挨拶」 

 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ 
18：00  

「本年度活動方針」 会長 依田 純三様 × 
               幹事 北岡 治子様 

 京都さくら 
     18：30 

「就任挨拶」     会長 石松 陽一様 ▲ 
  副会長 内藤克敏様、幹事 岩田宏隆様  

 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  


