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京 都 東 山 ロータリークラブ
会長テーマ

『親睦を深め、世界に翔こう～』
～子供たちの心に残る「ふるさとの創造」

青少年奉仕事業、地区補助金事業３ヶ年計画で、院内学級とそこからの拡大

地区スローガン

『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
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事業を計画されております。
事業を行うに当たり、会員の皆様の暖かいご協力が何より欠かせられませ
ん。是非とも、絶大なるご協力を賜ります様に、心からお願い申し上げます。
＜7/7 初例会より＞

本年３月より、新型コロナウィ

就任挨拶 ①
副会長・会長エレクト 布施 栄一

ルス感染予防の為、例会が４ヶ月
間休会となりました。
初めての、経験で私自身も会員の
皆様も、感染予防の為の自粛を経

験され、寂しくまた不安を体験されたと存じます。皆様のお仕事でも、大変な
事であったとお察し致しております。
さて私は、平成２５年２月５日入会で、７年間の在籍で知識も経験も大変少
なく、後５年位経験を積ませて頂きたかったのですが、就任致した上は自分な
りに、精一杯お勤め致したく存じます。
さて、本田年度が始まりました。本田会長は、約一年半前より事業の準備に
取り掛かかって来られました。
細則に準じ奉仕部門に、３年制委員会の確立を目指しておられます。継続性を
保持するために委員会委員が同じ委員会に３年間関わる様にすべきと考えてお
られます。
本年度の活動計画で、社会奉仕事業３ヶ年計画で、山科の農業用水の歴史を
調べ、現在の利用状況等を記録に残し、子供たちが未来の山科について考える、
冊子の制作に取り組みされます。
国際奉仕事業３ヶ年計画では、グローバル補助金事業で、デング熱の疫病予

本日の例会
「クラブ管理運営フォーラム」
開会点鐘 〔１２：３０〕

会長挨拶
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来客ご紹介
米山奨学生紹介/奨学金授与
表彰

次週

幹事報告

次回例会

今月のお祝い

7 月 28 日

休会

ご登録締切：８/

７（金）

８月１８日 12：30～13：30

「 クラブ管理運営フォーラム 」
クラブ管理運営委員長
小森
閉会点鐘 〔１3：３０〕

業を計画されております。

例会後

前回例会報告
会員数 6３（1６）
【1】名 ビジター 0 名
出席者 44（7）【0】名 ゲスト 0 名

ソング「R-O-T-A-R-Y」演奏

防事業を遂行中です。
青少年奉仕事業、地区補助金事業３ヶ年計画で、院内学級とそこからの拡大事

本日の会合
第１回理事会

直之君

「会員増強フォ―ラム」

於：葵殿

次回会合
第２回理事会 例会後
コクーンの間

就任挨拶 ②
幹 事

村岡 正浩

■本日、週報についてのアンケート

クラブにこにこ

計8,000円

を配布しております。ご協力、お願
昨年、本田会長、布施副会長兼会長エレクトから、幹事をやってくれないかと打

達成１％
累計8,000円

い致します。

・初例会を祝して。新年度理事・役員の皆

診をいただき、若輩の私に務まるかどうかなど考えず、「はい」と返事をしてしまいま

■事務局休局のお知らせ

様、１年間よろしくお願い致します。頑張

した。引き受けてしまった以上やるしかないので、入会後初めて？ロータリーのこと

8 月 11 日～14 日（予定）
、夏季休暇

ってください！

クラブのことを調べました。会長はじめ諸先輩方にご教授いただき人事や予算など

【同好会情報】

も決まり、準備が整い始めた矢先の緊急事態宣言・・・。個人的には、生業に直結

＊野球同好会・・・今年度の全国甲子

する事態で、ロータリーどころではない？！状況にはなっておりますが、その分、ロ

園野球大会、松原ガバナー杯野球大会

ータリーの用事に充てる時間が増えました！（笑）

は、共に中止となりました。

・１年間よろしくお願いします。 本田君

本田会長は、この年度はロータリーのことを勉強する年度にしたいとおっしゃってお

＊ほろにが…8/11（火）中止となりまし

・本田年度が始まりました。皆様宜しくお

りました。なので、私も一緒に勉強させていただく１年にしたいと思います。クラブの

た。次回は9/8（火） 桃園亭です。

願い申し上げます。

柴田君、上村君、中塚君、郡君

ことをもっと知り、今後のクラブ運営に役立つ改革もしていきたいと思っております。

【ニコニコ箱・特別寄付】7/7

事までご意見お願い致します。精一杯頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致しま

ニコニコ箱 達成 １％

す。

—

計

幹事報告

—

達成 ３％

計45,000円

累計45,000円

布施君

・本田会長、村岡幹事、理事役員の皆

１年間、皆様のお声をお聞きし運営していきたいと思っておりますので、どしどし幹

故名筋会員のご霊前にお参りさせ

ロータリー財団

24,000円

累計

様、クラブ運営よろしくお願い致します。
中村（翠）君

24,000円

・１年間よろしくお願い致します。

・R財団協力金

森田君

米山記念奨学金 達成 ４％

ていただきました。直前副会長の

本田君、村岡君

■延期になっておりましたガバナー公

記念バッジと例会用の名札をお持

・皆さん、１年間ありがとうございました。

・１年間よろしくお願いします。 本田君

式訪問前のクラブ協議会は９月８日

ちさせていただき、クラブから献

今後ともよろしく。

・１年間、よろしくお願いします。

（火）に開催予定をしております。前回

花いたしました。

・18年前、会長をやらせて頂いた時、名

にお配りしました冊子「公式訪問に際

■７月２２日（水）に開催予定でした

しての報告書」は、それまで保管いた

「京都市内 24RC 会長・幹事連絡協

てもらいました。安らかにお眠りくださ

様、クラブ運営よろしくお願い致しま

だき必ず当日にご持参ください。クラ

議会」は、延期となりました。

い。

す。

ブのサイトにもアップロードしておりま

■７月２３日に Zoom 会議にて行

・初例会を祝して。新年度理事・役員の

・米山記念奨学会ｶｳﾝｾﾗｰに任じられま

すので、ご活用ください。

われます「クラブ職業奉仕担当者

皆様、１年間よろしくお願い致します。頑

した。皆様のご協力をお願い致します。

■去る 7 月 10 日（金）に本田会長、小

研修会」に松井職業奉仕委員長が

張ってください！

坂 文夫直前会長、布施副会長、

参加されます。宜しくお願い致し

安澤直前幹事、村岡幹事の５名で

ます。

小坂君、安澤君

計

50,000円

累計

50,000円

布施君、中塚君
・本田会長、村岡幹事、理事役員の皆

鈴木君

池田君

川中君、中村弘君、小森君、平野君
吉田（武）君、上村君、山田君、深海君
・頑張りましょう！

中村翠君

中塚君

希望の風 達成 ４％
計

50,000円

・1年間、よろしく。

累計

50,000円

布施君

❀ＰＨＦ・ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ表彰
第 1 回 ＰＨＦ

赤木 厚君

第 1 回 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ

京

8 月ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ （予定）

村岡 正浩君

❀１００％出席表彰
連続５年間

青山

真由美君

澤田

敦子君

５日 小森

直之君 ６日

内藤

葉子君１６日 森田

早苗君１６日

松下

明史君２５日 佐々木虚室君２７日
義秀君２８日 中西

敏之君３１日

藤居
吉田

一彦君夫人 美幸さん

４日

８月１１日（火）

７日

永井

智亮君夫人 てるみさん １８日

中村

弘吉君夫人 佐和子さん ２９日

明史君

7/7

会

８月１８日（火）クラブ・デー

「

会員増強委員会フォーラム
会員増強委員長

於：葵殿

「

橋本 幸司君２０日

【2503】

初例会
「就任挨拶」

」
和暁君
於：葵殿

【 2506 回 】 12:30 ～ 13:30
追悼スピーチ

」
会員

６日

岡武

８月２５日（火） 追悼例会

❀結婚記念日
松下

休

渡邊

恭章君

（ライトランチ）

臨時休会 （7/1～8/26）

ビジター受付有

ビジター受付なし

休会 、 7/29「心のよりどころ、家族、仕事、ロータリー！」会長 鈴木明廣、8/5 未定、
8/12臨時休会

ビジター受付なし

休会

ビジター受付なし

休会 、 7/29「委員会報告」

ビジター受付なし

臨時休会（7/2～7/30） 、 8/6以降当面の間《短縮例会》12：15～13：00

ビジター受付なし

京 都 北 ブライトン

祝日休会 、 7/30 休会 、8/6「短縮例会ー会員スピーチ」13：00～13：30、8/13祝日休会

ビジター受付なし

京都洛北 京都ホテルオーク

祝日休会 、 7/30 「理事挨拶」

ビジター受付なし

祝日休会 、 7/30 「スーパーサーズデー」、8/6「中西会長にエールを」会員 細見岩男君、山分芳造君、
8/13休会

ビジター
受付有、例会参加なし

京 都 桂 川 サウザンドキョウ

祝日休会 、 7/30 「第一回クラブ協議会」第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ ガバナー補佐 京都洛西RC会員 伊藤哲雄様、8/8「新入会員ス
ピーチ」8/13休会

ビジター受付なし

京都モーニング◎ 京都ホテルオーク

祝日休会 、 7/30 「第３回ｸﾗﾌﾞ協議会」 、 ８/６「会員スピーチ」松井道宣会員 、 8/13祝日休会

ビジター受付なし

京都さくら★ANAクラウンプラザ

祝日休会 、 7/30 「第１回はぐるま例会＜会員懇親納涼例会＞」、8/6「会員増強推進計画」、8/13休会

ビジター受付なし

京都イヴニング☆ Hグランヴィ

祝日休会 、 7/30 「ｸﾗﾌﾞ管理運営ﾌｫｰﾗﾑ」 委員長 依田純三君

京 都 東 ウェスティン都

祝日休会 、 7/31 「知っているようで知らない京都 パートⅡ」会員 米田庄太郎君

ビジター受付なし

例 会

ビジター受付なし

祝日休会 、 7/31 「未定」

ビジター受付なし

京都紫竹 ブライトン

祝日休会 、 7/31 「クラブﾌｫｰﾗﾑ① 連絡事項のライングループ化について」IT委員長 若宮 隆幸君、
8/7「創立記念例会」、8/14 休会

ビジター受付なし

京都西 リーガロイヤル

臨時休会 （7/6～8/31）

ビジター受付なし

7/24 京都伏見 Hグランヴィ
（金） 京都洛西 ANAクラウンプラザ

7/27 京都紫野 ブライトン
（月）
京都中 京都ホテルオーク

11：30～12：30 ビジタ－受付有

「プロサッカークラブ、おこしやす京都ACが目指す笑顔溢れる地域社会」 代表取締役社長 添田隆司様、8/3未定、
8/10祝日休会

ビジター受付なし

「会員スピーチ」

ビジター受付なし

江谷 寛君

京都平安★ 京都ガーデンパレ

休会

京都西南 日航プリンス

「日本のシンドラー 杉原 千畝の足跡を訪ねて」藤林佳弘会員、8/4「クラブデー」、8/11休会

7/28
京都洛中 京都ホテルオーク
（火）
京都洛南 リーガロイヤル

例

※今年度より、例会場を変更されました。次の開催予定は8/3

ビジター受付なし
ビジター受付なし

会

11：30～12：30

『理事 就任挨拶』

公共ｲﾒｰｼﾞ委員会担当 林 君、ロータリー財団委員会担当理事 西川君、
米山記念奨学会委員会担当理事 辻君

例会開始時刻

今年度、初例会を無事に
開 催す るこ とが でき まし

11：30～12：30

休会 、 ７/２９「らんざん」、「戦災孤児」会員 福田義明君、8/12休会

京都南 ※ リーガロイヤル

7/23 京都洛東 ウェスティン都
（木）

５日

武雄君夫人 たみ子さん

京 都 西北 翠嵐ラグジュアリー
7/22
京 都 北東 グランドプリンス
（水）
京 都 嵯峨野 ANAクラウンプラザ
リーガロイヤルH

【 2505 回 】 12:30 ～ 13:30

信五君夫人 まり子さん

京都ホテルオーク

京 都 朱雀

❀夫人誕生日
松井

２日（日） 納 涼 例 会 中 止 に よ り 休会

※4 日(火)ビジター受付なし

❀誕生日

大木

８月

都

ビジター受付有

ビジター受付なし

◎８:００ ※１２：１５ ☆１８：００ ★１８：３０

2020-21 国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク

2650 地区ガバナー 松原 六郎

た。コロナ感染対策を施し

会長（理・役）本田修造

会長エレクト（理・役）/副会長（理）布施栄一

て頂いたウェスティン都ホ

直前会長（理・役）小坂文夫

幹事（理・役）村岡正浩

ｸﾗﾌﾞ管理（理）小森直之

テル様感謝申し上げます。

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（理）福留幸一

広報（理）村田好謙

会員増強（理）岡武和暁

ｸﾗﾌﾞ戦略策定（理）坂田均

Ｓ．Ａ．Ａ．（役）中村吉晴

会計（役）竹之内米貴

ｸﾗﾌﾞ奉仕（理）吉田武雄
青少年奉仕（理）安倍秀風

社会奉仕（理）青山真由美

国際奉仕（理）山田幸一郎

副幹事 内藤葉子 ・ 赤木厚 ・ 高橋一也

副Ｓ．Ａ．Ａ．茂山忠三郎 ・ 藤居一彦 ・ 大倉英士 ・ 江向耕一郎

副会計 中塚浩

地区インターアクト委員会 委員 岡武和暁
事務局：〒605-0052 東山区粟田口華頂町 1 ウェスティン都ﾎﾃﾙ京都 6Ｆ

TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309 Mail. info@higashiyamarc.com
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ＲＣ（台湾）、金沢南ＲＣ

