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京 都 東 山 ロータリークラブ
会長テーマ

地区スローガン

『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」

『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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京都東山ロータリークラブの本田会長は『親睦を深め、世界に翔こう～』～子供
渡邊 恭章会員
たちの心に残る「ふるさとの創造」のスローガンを掲げられました。
さて、ガバナーの公式訪問は、地区にとっては唯一のＲＩの役員をされている方
の、年に一度の訪問でＲＩの方針に基づいたお話をお聞かせ頂く機会で、後ほどの
ガバナー懇談会で直接質問にもお答え頂き、ご指導を仰ぐ良い機会を設けていただ
いております。
最近ＲＩでは、各クラブの自主性を尊重するとの方針のもとに、例会数の変更、

松原ガバナーをお迎えして
会長エレクト 布施 栄一

一業種１人の緩和、職業分類の変更、出席の免除等が行われています。従来の日本
のロータリアンが持っていた、ロータリー感が崩れていくように見えてなりませ
ん。

（裏面に続く）

本日は、お忙しい中ご訪問頂き誠に有難うございます。京都東山ロータリークラブ
会員一同心を込めて歓迎致します。本年度も親クラブの京都東ロータリークラブ様と

本日の例会

の合同公式訪問となります。京都東ロータリークラブ様には大変お世話になり有難う

-地域社会の経済発展月間・米山月間-

ございます。

-ガバナー公式訪問-

１２：００

会

食

１２：３０

開会点鐘

ＲＩ会長ホルガー・クナーク氏のテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」
。
そして２６５０地区松原ガバナーは、テーマを「ロータリーの原点に返る」誠意を

を守りながら３つの方針を掲げられました。

11：00～
於：西館 蘭の間
ガバナー懇談会（パスト会長名刺交換）
例会後１３：４０～
於：コスモスホール
前回例会報告
会員数 62（1６）
【1】名
出席者 37（ 8）
【0】名

もって語り合い、勇気をもって共に未来へ。の地区スローガンでスタートを切られま
したが、コロナ禍で大変ご苦労をされたと推察申し上げます。そして「原点に返る」

本日の会合
第２回指名委員会

( )は出席率除外会員

「君が代」演奏

【】は名誉会員

ソング「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」演奏

次回例会
方針 1

自らがウイルスに感染せず、人に感染させないことに最大限注意しながら、

家族と、我らが生業を守る職業奉仕を全うする。
方針 2

｢

ガバナーアドレス

ガバナー

松原

―

ゲスト

1名

％

第 250９回
出席率（68.51）％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

ご登録締切：1１/6（金）

1１月１0 日(火)

」

12：３０0～13：30 於：葵殿

国際ﾛｰﾀﾘｰ第２６５０地区

今一度ロータリーの原点に返り、ロータリークラブ一つひとつ、ロータリ

出席率

ビジター 0 名

六郎様

クラブ・デー「 米山奨学生スピーチ 」

アン一人ひとりと誠意をもって語り合う。大切なこと、良いことは皆で共有し、勇気
をもって共に未来に向かって実践する。
方針３

１3：３０

閉会点鐘

次回会合

少しでも余力のあるロータリアン、ロータリークラブから新型コロナウイ

前期会長会 11:00～

於：コクーン

ルスや様々な災害によって被災した人々に寄り添い、勇気を取り戻すために社会奉仕

第 5 回理事会 例会後

於：コクーン

活動を実践する。また、ポリオ根絶のための取り組みに挑戦する。

最後に成りましたが、松原ガバナーに置かれましてはこれからも公式訪問が続きま
す。くれぐれもお体にご留意され、ご活躍されます様にお祈り申し上げ歓迎のご挨
拶と致します。

—

幹事報告

—

■１２月の例会は、１日と１５日と
なりますが、今年度は家族例会が開催
出来ませんので年内最終となります
１５日の例会は、夜間例会とさせてい

10/13 【2509】
「

社会奉仕フォーラム 」

ただきます。１７時３０分より３０分
の短縮例会を開催し、その後１８時か
ら食事会の予定をしております。宜し
くお願い致します。
■先日の理事役員会にて、本年度中
は、このまま月２回の例会開催とする
ことで決定致しました。
スケジュールが決まり次第、ご報告さ
せていただきます。

■赤い羽根共同募金にクラブから寄
付（63.000 円）致しました。
ポリオボックス

合計 53.00０円

・ポリオ撲滅に期待

小坂君

・世界ポリオデーに因んで 本田君
・ポリオ撲滅に向けて！

井川君

・ポリオ撲滅の為、又、撲滅運動に関
わる御努力に敬意を込めて 渡邊君
・世界平和のために

池田君

・一助に
小森君、柴田君、坂田君、竹之内君吉
田(武)君、村岡君、布施君、青山君

寄本君、安倍君、永井君、道端君

■１０月２０日（火）午後１時から
新竹 RC さんとの顔合わせ Zoom 会議
を開催しました。
新竹 RC さんからは、事業協力の要請
があり、協力していくことをお約束し
ました。

【ニコニコ箱・特別寄付】10/13
ニコニコ箱
計

達成

63,000円

14％
累計

330,000円

・今月お祝いの皆様 おめでとうございます。

池田君、江向君
・坂田先輩ありがとうございました。
岡武君
・社会奉仕奉仕フォーラム担当青山委員
長 本日はごくろう様です。
小山君、佐貫君、小坂君、本田君
小森君、岡武君、竹之内君、布施君
安倍君、渡邊君、髙橋君、道端君

・気がつけば３４年。

川中君

・かんれき 誕生日自祝。

平野君

・誕生日自祝。

佐貫君、寄本君

ロータリー財団

達成 18％

計40.000円

・過日の髙島屋の個展に大勢の方にお越

・夫人誕生日自祝。

安澤君

し頂き有難うございました。

・結婚記念日自祝。

本田君

・無事、健診を終えて。

中村(弘)君、竹之内君、中村(

クラブニコニコ

達成

計28,000円

)君

16％

11 月 3 日（火） 祝日休会

11 月 10 日（火）クラブ・デー「米山奨学フォーラム＆奨学生スピーチ」

佐貫君、上村君

【2511 回】

計40.000円

米山記念奨学生

し頂き有難うございました。

11 月 17 日（火） 臨時休会

※ビジター受付なし

11 月 24 日（火）「国際奉仕フォーラム 」

佐貫君、中村（弘）君、本田君

【2512 回】

・２４ＲＣゴルフ大会 団体戦３位おめでとう

12:30～13:30

於：葵殿

国際奉仕委員長

山田 幸一郎君

希望の風 達成 5％

・２４ＲＣ チャリティーゴルフ

計

0円

累計

10,000円

今後の例会予定

村岡君

12 月１日（火）クラブ・デー

・過日の髙島屋の個展に大勢の方にお越
し頂き有難うございました。

文聡君

中村(翠)君

・米山月間に因んで。

安倍君、渡邊君、髙橋君、道端君

王

累計130,000円

長 本日はごくろう様です。

祝！団体戦３位!!

於：葵殿

米山奨学委員長 池田 敏子君

・過日の髙島屋の個展に大勢の方にお越

井川君、中川君

12:30～13:30

米山記念奨学金 達成 11％

・社会奉仕奉仕フォーラム 担当青山委員

ございます。

※ビジター受付なし

中村(翠)君
中村（弘）君

・一助に。

累計102,000円

鈴木君、小山君、柴田君、布施君

11 月プログラムのお知らせ

累計237,000円

「クラブ管理運営委員会（基金）フォーラム」

中村(翠)君

・今月お祝いの皆様、おめでとうございま
す。

12 月１５日（火）１７：３０～

吉田（武）君

「夜間例会」

・小森先輩、ありがとうございました。
小森君
2020-21 国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク
会長（理・役）本田修造

2650 地区ガバナー 松原 六郎

会長エレクト（理・役）/副会長（理）布施栄一

ｸﾗﾌﾞ管理（理）小森直之

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（理）福留幸一

Ｓ．Ａ．Ａ．（役）中村吉晴

会計（役）竹之内米貴

副幹事 内藤葉子

・

赤木厚

・

広報（理）村田好謙

ｸﾗﾌﾞ奉仕（理）吉田武雄

高橋一也副Ｓ．Ａ．Ａ．茂山忠三郎

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

直前会長（理・役）小坂文夫

・

藤居一彦

幹事（理・役）村岡正浩

会員増強（理）岡武和暁

ｸﾗﾌﾞ戦略策定（理）坂田 均

社会奉仕（理）青山真由美
・

大倉英士

・

江向耕一郎

国際奉仕（理）山田幸一郎
副会計 中塚 浩

TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309 Mail. info@higashiyamarc.com

青少年奉仕（理）安倍秀風
地区インターアクト委員会 委員 岡武和暁

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

