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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～』

『ロータリーの原点に返る』

～子供たちの心に残る「ふるさとの創造」

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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去年のノーベル化学賞が旭化成会社の吉野彰先生および米国の科学者二
渡邊 恭章会員

人で受賞され、リチウムイオン電池の開発および実用化に向ける貢献を表彰
しました。そして、去年の京都に開催した電池討論会に吉野先生の記念講演
を聞かれたところ、先生たちが失敗に怖ず、何回でも立ち上がる勇気があれ
ば困難を乗り越える決意を感動しました。同じ分野に勉強している私もこの
栄誉を受けたように興奮し、将来にも自分の知識を生かさせ、立派な研究者
になるように目指して、社会に恩返したいと考えております。

「 留学生活で感じたこと 」
」
米山記念奨学生
王
WANG

文

国際ロータリー第２６５０地区

聡

2020-22 学年度

WENCONG

ロータリー米山記念奨学生

世話クラブ：京都東山ロータリークラブ

カウンセラー 池田 敏子

時間の流れは速いですが、9 月までには私が初めて日本に来てからちょうど
四年目になります。

研究室 工業電気化学分野 安部武志 研究室
京都大学桂キャンパス

四年前の私が一人暮らしの経験が殆どないので、そのとき特に海外で自分の面
倒を世話することは自信がなく、これから始まる留学生活の緊張や戸惑いこと
や当時の私に不安を感じました。
最初の二年間は大阪大学に修士学位を目指して取り込みました。初めての引っ
越し、初めて英語あるいは日本語の研究発表、初めて生活費を稼ぐためのバイ

本日の会合
前期会長会
第 5 回理事会

本日の例会
-ロータリー財団月間-

前回例会報告
会員数 62（16）
【1】名 ビジター 0 名
出席者 （34）【7】名 ゲスト 2 名

開会点鐘 〔１２：３０〕

ト、初めて友達との旅行、出会った人たちの優しい世話を頂いて、過ごした日々
が大切な思い出になりました。

「国歌」演奏

( )は出席率除外会員

留学してから「初めて」という言葉は頭の中によく出で、数え切れない機会が

ソング「四つのテスト」演奏

あるこそ国内の友達と全然違う生活を体験しました。

会長挨拶

中国の学部生時代からエネルギー化学分野に興味が深いため、ある偶然の機
会で学校の研究プロジェクトを参加して、他の学生さんより早い時期から研究
室に配属され、卒業するまでリチウム電池に関する研究活動を進行しました。

出席率

―

％

第 2510 回
出席率（64.15）％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次回例会

幹事報告

11 月 24 日 12：30～13：30 於：葵殿

「米山奨学フォーラム＆奨学生スピーチ

米山記念奨学委員長

に続けて勉強したい気持ちを確信しました。そして、院生時代の先生が退職に

米山記念奨学生

なるため、大阪大学から修士課程を卒業以後、京都に引っ越し、京都大学にリ
います。

【】は名誉会員

来客ご紹介

当時、学部先生のお蔭で研究に対する熱意を身に付き、日本にエネルギー分野

チウムイオン電池用正極の界面構造の解析研究を博士後期課程として頑張って

例会前～於：コクーン
於：コクーン

」

「 国際奉仕フォーラム 」

池田 敏子君
王

文聡君

ご登録締切：11/20（金）

（＄100 ランチ）

次回会合
会合は特にございません。

閉会点鐘 〔１3：３０〕

今月のお祝い

—

❀PHF・ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ表彰

■ 11 月 14 日（土）に Zoom 会議にて

第１回

行われます「2020-21 年度

PHF

藤居君・森田君

幹事報告

【

—

ゴルフ同好会

★第２回

】

京都東山ＲＣ＆京都洛東ＲＣ

懇親ゴルフコンペ★

台北国際

大会説明会
（オンライン）」に本田会長、

■開催日 ：２０２０年１１月１７日(火曜日)雨天決行

❀１００％出席表彰

布施会長エレクト、山田国際奉仕委員

■場 所 ：センチュリー・シガ・ゴルフクラブ

連続１０年間

郡 君・岡武君

長、郡姉妹ｸﾗﾌﾞ委員長が参加されます。

■住 所 ：滋賀県甲賀市甲南町池田 2118（TEL0748-86-4011）

連続８年間

村岡君

宜しくお願い致します。

新名神高速道路／甲南ＩＣより約４ｋｍ
■スタート：８：５９（７組）キャディー付き

❀誕生日

■ 2020-21 年度 国際ロータリー（ゾ

■集合時間：８：４０（全体写真を撮りますので時間厳守でお願いします）

柴田君

１５日

ーン 1,2,3）
「第 49 回ロータリー研究

■参加費 ：３，０００円（プレイ費・食事差額分等は各自でお支払いくだ

大倉君

２４日

会」が 11 月 25 日に web にて 開催さ

さい。
）

郡

君１７日

れ、本田会長が参加されます。宜しく
お願い致します。

❀夫人誕生日
吉田（良）君夫人

明子さん ３日

■京都東山ＲＣ参加者(１２名)：
谷川会員・小坂会員・福留会員・川勝会員・平野会員・井川会員・郡会員・

５日

■ RLI 研修会が Zoom 会議形式で

佳子さん １５日

11/29 Part2・12/5 Part3 が開催されま

佐和子さん １５日

す。布施会長エレクト、中村（ ）次

■京都洛東ＲＣ参加者(１５名)：

松下君夫人

啓子さん １７日

年度幹事予定者が参加されます。お疲

原田会員・石田会員・木ノ下会員・北嶋会員・村上修司会員・中西良仁会員・

大木君夫人

映妃さん ２９日

れ様です。

中西義美会員・西口会員・大山会員・大野木会員・高畠会員・山口会員・

髙橋君夫人

絵美子さん ２９日

絢子さん

川勝君夫人
井上（武）君夫人
清水君夫人

深海会員・寄本会員・江向会員・道端会員・中川会員

山分会員・吉田会員
■ ロータリーレート変更

❀結婚記念日

11 月 1 日より、ロータリーレートが１

★今回、両クラブ合わせて２７名で開催するにあたり、京都東山ＲＣ 本田

㌦＝104 円に変更されます。
（現行 105 円）

会長・京都洛東ＲＣ 中西会長様から多額の寄付を頂き、
『京都東山ＲＣ＆京

平野君

３日

大木君

６日

坂田君

１０日

髙橋君

１１日

都洛東ＲＣ会長賞』を１７位に設けます！！！

稲本君

２０日

上村君

２５日

両クラブの本田会長様、中西会長様、本当にありがとうございます！
次回の開催は、京都西南ＲＣ様と懇親ゴルフコンペを行います。
（裏面へ続く）

★第３回

京都東山ＲＣ＆京都西南ＲＣ

懇親ゴルフコンペ★

【ＩＡＣ報告】
第 1 回東山インターアクトクラブ

例

●住 所 ：滋賀県甲賀市甲南町池田 2118（TEL0748-86-4011）
新名神高速道路／甲南ＩＣより約４ｋｍ

インターアクトクラブ委員会
委員長

●開催日 ：２０２０年１２月１２日（土曜日）雨天決行
●場 所 ：瑞穂ゴルフクラブ＜0771-86-1515＞船井郡京丹波町大皿引１

会

寄本

猛

令和 2 年 10 月 31 日（土）例会に先立って午後 1 時より 1 時 45 分まで塩貝
学校長、森重副校長、島田インターアクト顧問との初懇談会を開催させていた
だき、学校からは「東山チャレンジ」と呼ばれる自らが企画し学校が資金面な

●スタート：７：４８（アウト・イン共に）

ども含めて支援し、研究活動するプログラムに取り組まれているお話をされ。

●集合時間：７：３０前後（調整中ですので改めて詳しい時間は、後日お知

当クラブからはこれまでのインターアクトの活動報告と、本田会長から新竹の

らせさせて頂きます。
）

中学校の柔道部から日本での指導受けられる交流のお願いと、今年度から取り

●参加費 ：調整中ですので改めて詳しい費用は、後日お知らせさせて頂き

組んでいる琵琶湖疎水から山科へ「未来へとつなぐ水路の路」についての説明

ます。

と疎水終点となる南禅寺付近（学校付
近）の調査資料集めの協力の依頼をされ

是非、参加をお待ちしていますので何卒、宜しくお願い致します！！！

ました。

参加したい方は、事務局又は中川までご連絡ください！！！

お互い前向きな良いお話となりました。

【

ほろにが

】

11/10（火）本日予定されておりました、ロータリーほろにが例会は新型コ
ロナウィルスの影響により中止となりました。
※次回は 12/8（火）ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙにて開催予定です。

ロータリー財団

【ニコニコ箱・特別寄付】10/30
ニコニコ箱 達成 15％
計

33.000円

累計

達成 23％

計11.000円
363.000円

累計293,000円

・RI第2650地区ガバナー松原 六郎様、
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 西村信行様をお迎えして。

・公式訪問自祝。

小森君

RI2650地区ガバナー 松原 六郎様
・一助に。

・公式訪問自祝。
地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ

松原

米山記念奨学金 達成 12％

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 西村 信行様

六郎様

計

・RI第2650地区ガバナー松原 六郎様、
ｶﾞﾊﾞﾅｰ懇談会にて

江向君

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 西村信行様をお迎えして。

10.000円

累計

140,000円

・RI第2650地区ガバナー松原 六郎様、
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 西村信行様をお迎えして。

小山君、松井君、本田君、井川君

中塚君

中村（吉）君、布施君、渡邊君、加藤君
・翠嵐さんありがとうございました。
感謝‼感謝!!

希望の風 達成 5％

中村（弘）君

クラブニコニコ 達成 23％
京都東 RC 会長

計

28.000円

累計

計

0円

累計

10,000円

293.000円

・RI第2650地区ガバナー松原 六郎様、
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 西村信行様をお迎えして。
小山君、中村翠君、中村弘君、小森君
小坂君、平野君、中塚君、中川君

10/30 【2510】

吉田武君、村岡君、池田君

京都東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ合同

・東RC様、ありがとうございます。

「ガバナー公式訪問」

鈴木君、布施君、渡邊君
ｶﾞﾊﾞﾅｰを囲んで
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

