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２０１８－１９年度 

国際ロータリー会長 

バリー・ラシン  

第 2650 地区ガバナー 

中川 基成 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

名誉会員 吉田 良武 

 

会長(理事・役員) ··· 坂田  均 
会長エレクト  · 小坂 文夫 

 ····· 小森 直之 
副会長(理事・役員) · 奥田 歓信 
幹事(理事) ·········· 平野 俊雄 
クラブ管理(理事) ···· 福留 幸一 

(理事) ··· 今村 晋平 
広報(理事) ·········· 中西 敏之 
 
 

副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷川 博造 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 寄本 猛 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 深海 季生 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 内藤 葉子 
副会計 ···· ・・・・中塚  浩 

会員増強(理事) ······ 村田 好謙 
ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 布施 栄一 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事) ···· 稲本 初弥 

岡武 和暁
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ····· 村岡 正浩 
無任所(理事) ········ 吉田 武雄 
無任所(理事) ········ 関根 淳子 
社会奉仕(理事) ······ 松下 明史 
 

国際奉仕 本田 修造 
職業奉仕   上村 承生 

竹之内米貴
会 計(役員) ··· 中村 吉晴 
副幹事 ········· 安倍 秀風 
副幹事 ·········· 茂山忠三郎 
副幹事 ·········· 井上 正博 
副幹事 ·········· 渡邊 恭章 

 
前回例会報告 
会員数 63（19）名 出席者 41（14）名 ビジター 1名 

出席率 70.7％ ゲスト 1名 
第 2435出席率  78.18％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 9月 25日（火）  於：東館 4Ｆ「葵殿」 
スピーチ  
「2019年ラグビーワールドカップに向けて」 
 関西ラグビーフットボール協会会長 坂田好弘様 
  
次週の会合  
金沢南ロータリークラブ様との懇談会 例会前 11：00～ 

東館 2F「白川」 
前期クラブ戦略策定委員会  例会後～東館 2F「白川」 
 
 

-基本的教育と識字率向上月間- 

本日の例会 ライトランチ 
開会点鐘                       〔１２：３０〕  

ロータリーソング♪友ら集いて 

会長挨拶 

来客紹介  

幹事報告 
スピーチ「売れる商品の作り方」 
株式会社 Kor's style代表  柴田 薫様 

閉会点鐘                       〔１３：３０〕 
本日の会合  
前期会長会         例会後～東館２F「白川の間」 
２０１８年～２０１９年度 京都市内２４ＲＣ連絡協議会 
第１回合同幹事会ホスト  18：00～東館２Ｆ 「山城の間」 
第 1組情報集会            18：30～「キャメロン」 
 

「国際奉仕」 

 

国際奉仕委員会 

委員長 本田修造 

 

国際奉仕委員長は初めての経験です。せっ

かく仰せつかったのですから予てより思っ

ていた R 財団グローバル補助金に 4～5 年か

けてチャレンジしたいと思っています。グロ

ーバル補助金を使った事業は 1年や 2年で出

来るものではありません。少なくとも 4～5

年は必要です。合わせて 3年制奉仕委員会の

実現を目指して頑張りたいと思っています。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面へ続く）

京都東山ロータリークラブ 
例 会 火曜日 12:30～ ｳｪｽﾃｨﾝ都 ﾎﾃﾙ京都  

姉妹ｸﾗﾌﾞ：新竹ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ（台湾）、金沢南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  

2650 地区ガバナースローガン ロータリーを学び、実践し、発信しよう 

会長テーマ「ロータリーの価値を探そう」 

ROTARY CLUB OF KYOTO-HIGASHIYAMA, DISTRICT 2650 CHARTERED April 13, 1968  
 

    2018 年 9 月 18 日 第 2440 回例会 Weekly Bulletin №51-44-10 

グローバル補助金の重要なポイントは下

記の 4項目です。 

（1）グローバル補助金を使った事業は、次

の 6 つの重点分野のどれかに該当しなけれ

ばなりません。 

①平和と紛争予防／紛争解決 ②疾病予防

と治療 ③水と衛生設備 ④母子の健康 

⑤基本的教育と識字率向上 ⑥経済と地域

社会の発展 

（2）グローバル補助金の事業規模は、

30,000ドル以上であること。（上限は 40万

ドル）例えば、事業規模 3 万ドルの事業を

計画した場合、当クラブの自己資金拠出必

要資金額は 5.5％の 1,650ドル以上ですが、

少なくても可能です。 



 

 

 

（3）実施国側ロータリークラブと援助国側

ロータリークラブが協同で事業提唱する。

（報告書も当然協同で提出する。） 

（4）持続可能な事業であること。（事業終

了後も成果が持続できるよう、地域社会が

収入を得るためのシステムを考案し、安定

した財源が確保できるようにする。） 

今年度は、グローバル補助金を取りに行く

ための勉強会・検討会を実施したいと考え

ています。国際奉仕委員会だけでなく、一

人でも多くのロータリアンに参加して頂き、

みんなでグローバル補助金にチャレンジし

ましょう！ 

興味を持たれ、勉強しようと思われた方

は、私までご連絡下さい。 

 

 

 

幹 事 報 告  

■指名委員 

・布施各会

員が選出されました。尚、指名委員会は、上記６名に

坂田会長、小坂会長エレクト、小森直前会長を加え

た９名で構成されます。よろしくお願い致します。なお、

10/2（火）例会前に、第１回指名委員会が開催されま

すので、指名委員の皆様よろしくお願い致します。 

 

■お知らせ 

＊次週は金沢南ロータリークラブより来訪 

9/25（火）次週の例会に、姉妹クラブの金沢南ロータ

リークラブより 4名様が、表敬訪問にお越し下さいま

す。 

■地域別職業奉仕担当者懇談会（京都市域第 2.3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

9/23(日)京都テルサに於いて開催され、上村職業奉

仕委員長が出席されます。ごくろうさまです。 

 

同 好 会 情 報  

＊軽音楽同好会 

9/18（火）20：30～「ｽﾀｼﾞｵ246」 

＊ロータリーほろにが会 

10/9（火）18：00～「レストラン菊水」 

＊茶道同好会  

10/9（火）15：00～「関根宅」 担当 坂田 

＊禅の会 

11/13（火）午前8時～ 大慈院 担当 井川、茂山 

 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜9/11＞ 

ニ コ ニ コ 箱 計 40,000 円 累計 309,000 円 

 達成率 15.4％ 

敬老の本人です。頑張って行きます。よろしくお願い

申します。 鈴木君、小山君、谷川君 

祝 敬老ご長寿の皆様、おめでとうございます。 

 西村君、名筋君、清水君、澤田君 

会員が増えます様に。 坂田君、松井君 

夫人誕生日自祝。 木村君、奥田君 

選挙管理委員の皆様、本日ご苦労さまです。 平野君 

 

 

９/１９ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 新会員スピーチ「アメリカンフットボールからの学び」川井 仁氏、「石村亭と谷崎潤一郎」 小畑英明氏 
（水） 京 都 西北 翠嵐ﾗｸ゙ｼｭ゙ｱﾘー H 「ガバナー公式訪問所感」  R.I.第 2650 地区ガバナー中川基成氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 休会  ＊ビジター受付はございません 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 休会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 休会  ＊ビジター受付はございません 

９/２０ 

 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「篠笛が伝える情景と想い」  篠笛奏者・作曲家 佐藤和哉氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 未定 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ クラブ・デー 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「輝く瞳に会いに行こう」  ﾁｪﾝﾗｲ RC パスト会長 原田義之氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 休会  ＊ビジター受付はございません 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ クラブ広報部門フォーラム 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 例会日時場所臨時変更  ＊ビジター受付はございません 
 京都ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「おこしやす京都 AC って？」  おこしやす京都 AC（株） 監査役 高橋純一氏、経営企画部 部長 清野 暁氏 

９/２１ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ「自己紹介ならびに最近の生命保険動向」  会員 早川元啓氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「彫刻と私」  彫刻家 京都教育大学名誉教授 木代喜司氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「第 73 回市内 24RC チャリティゴルフコンペ大会説明会」  担当 チャリティｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ実行委員会 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 休会  ＊ビジター受付はございません 

９/２４ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 振替休日休会 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 祝日休会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会  ＊ビジター受付はございません 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 次回例会 10/1（月）予定 

９/２５ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 休会  ＊ビジター受付はございません 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「あなたの睡眠は大丈夫？！～見逃してませんか？体からのサイン～」  ミヤコ在宅医療ｻｰﾋﾞｽ㈱ 医療事業部 部長 東野健吾氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 休会  ＊ビジター受付はございません 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

ゴルフ同好会の皆様、楽しい一日をありがとうござい

ました。 中村（弘）君、小森君 

ゴルフ欠席、すいません！ 福留君 

平野幹事、立派なゴルフバッグ、ありがとうございまし

た。 深海君 

 

ク ラ ブ ニ コ ニ コ 箱 計 25,000 円 累計 165,000 円 

 達成率 16.5％ 

稲本さん、頑張ってね。 小林君 

誕生日自祝。 稲本君、小山君 

 中村（弘）君、井上（正）君 

会員が増えます様に。 坂田君 

ロータリー情報クラブ・フォーラム、担当稲本委員、本

日はごくろうさまです。 

  

ゴルフ同好会、郡会長有難うございました。 

 村岡君 

ゴルフ同好会。当日賞を頂きました。感謝。 布施君 

 

ロータリー財団 計 30,000 円 累計 345,000 円 

  達成率 24.6％ 

ロータリー財団へのご協力宜しくお願いします。 

 布施君 

布施さん、がんばれ。 井川君 

一助に。 今村君 

  

ベネファクター基金積立 計 0 円 累計 10,000 円 

 

米山記念奨学会 計 40,000 円 累計 155,000 円 

 達成率 11.1％ 

一助に。 井上（武）君、柴田君、布施君 

 

希望の風奨学金 計 17,000 円 累計 54,000 円 

 達成率 13.5％ 

皆様にとって良い季節となりますように。 坂田君 

ゴルフ同好会、会長杯取り切り戦、優勝！嬉しい！ 

 平野君 

一助に。 布施君 

 

9/11（火） 敬老のお祝い 
スピーチ 谷川 博造君 

クラブ・フォーラム（ロータリー情報） 
スピーチ ロータリー情報委員長 稲本 初弥君 

 

表彰・お誕生日おめでとうございます。 


