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京 都 東 山 ロータリークラブ
会長テーマ

【ロータリアンの役割】（資金調達以外の活動）
渡邊 恭章会員

1.オンラインアプリケーションを確認し、必要に応じて改善を勧奨

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」

2.プロジェクト活動に参加する

『ロータリーの原点に返る』

3.プロジェクトを活用し、パブリックイメージを高める

誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ

4.すべての関係者に成果レポートを配布する
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「 国際奉仕委員会」

5.プロジェクトを維持及び改善するための措置を推奨する
【持続性について】 バゴンヘネラシオン財団が機器を所有・管理する。

ケソン市保健省が殺虫剤を購入するための資金を出し続け、バゴンヘネラ

」
国際奉仕委員長
山田 幸一郎
ご存知のようにグローバル補助金を利用した国際奉仕活動「ケソン市のデ

シオン財団が機器のメンテナンスと修理のための費用を負担する。
【成果の測定】 ケソン市保健省が毎月発行する、デング熱の発症数を報告し

た公文書により成果を測定する。

ング熱撲滅作戦」の機会を得られました。先方との Web ミーティングでは、
いつもで事業をスタートできる準備を整えているようです。現在、資金が現
地に届き、さっそく機材調達等を始めているようです。頼もしいものです。
ティモッグＲＣをはじめとした皆さんと親交を深められないことが残念では
ありますが、このような事態です、無事に事業が実施されることを願うばか

本日の例会

（＄100 万ランチ）

-ロータリー財団月間-

（裏面に続く）
本日の会合
本日の会合はございません。
前回例会報告
会員数 63（10）
【1】名 ビジター 0 名
出席者 39（4）【0】名 ゲスト 1 名

開会点鐘 〔１２：３０〕

りです。コロナが過ぎ去りましたら、皆さんと訪問し、関係を深め、新たな

( )は出席率除外会員

展開を模索したいものです。
（プロジェクト概要を以下に記載）

【】は名誉会員

ソング「それでこそロータリー」演奏
会長挨拶

Let's Destroy Dengue in Quezon City 「ケソン市のデング熱撲滅作戦」

出席率

―

％

第 2511 回
出席率（73.58）％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

※休会者を抜いたため

来客ご紹介

次回例会

幹事報告

1２月１日 12：30～13：30 於：葵殿

ご登録締切：11/2７（金）

【対象地・実施国側ＲＣ】フィリピン・ケソン市／3780 地区 RC Timog-Quezon City

「
【実施期間】

2020 年 6 月 1 日～2021 年 5 月 31 日

クラブ・デー「年次総会」

国際奉仕フォーラム」
国際奉仕委員長

山田

幸一郎君

次回会合
第６回理事会

【概要】デング熱の罹患率と死亡率を減らすことを目的とする。市政府のデン

グ熱プログラム全体の強化を図ることを目的に、散布装置と薬剤を取得する。

閉会点鐘 〔１3：３０〕

例会後 於：コクーン

【予算】

機材（噴霧器×65、殺虫剤、燃料費、ｽﾌﾟﾚｰ×65、殺虫剤など）
：98,039US ドル、
広報：500US ドル、モニタリングと評価：461US ドル
合計：99,000US ドル（約 1,000 万円）
※資金は、国際財団活動資金（WF）50%、地区財団活動資金（DDF）50%で構成。

—

幹事報告

—

★京都東山ＲＣ＆京都洛東ＲＣ

次週 12/1（火）例会時に「年次総

懇親ゴルフコンペ★

会」を開催致します。皆様御出席のほ

2020.11.17(火)開催

■

どよろしくお願い致します。
本日、年間スケジュールをお配り

今回は、大変天気に恵まれ、最高気

しておりますので、ご確認ください。

温も２０度を超えて暑いくらいの陽

■

気でした。紅葉も真っ赤になり、秋

■

江向会員の肩書きが変わられまし

たのでご報告いたします。
変更前:代表取締役
変更後：代表取締役 会長

を感じならプレイができました！
次回は、京都西南ＲＣ様と懇親ゴル
フコンペを２０２０年１２月１２日

本日は＄100 ランチを実施致しま

（土）に瑞穂ゴルフクラブ（スター

す。会員諸兄妹のご協力をお願い致し

ト：７：４８アウト・イン共）に行

ます。

いますので、是非、参加をお待ちし

■

ていますので何卒、宜しくお願い致

同

好

会

【

ほろにが

情

報

します！！！

】

12/8（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

団体戦優勝：京都東山ＲＣ
参加される方は、事務局又は中川ま

（平野会員・井川会員・

でご連絡ください！！！

谷川会員・福留会員）

コロナウィルスの影響により中止と

優

なりました。

準優勝：平野会員（東山ＲＣ）

※次回は 1/8（火）開催予定です。
（会場未定）

勝：高畠会員（洛東ＲＣ）

３

位：山分会員（洛東ＲＣ）

４

位：井川会員（東山ＲＣ）

５

位：谷川会員 (東山ＲＣ)

【ニコニコ箱・特別寄付】11/10

・11/18社会奉仕事業

ニコニコ箱

「未来へとつなぐ水路の路」成功を祈って。

計

達成

18％

67.000円

累計

431.000円

・米山奨学生 王 文聡くん

小坂君、布施君、渡邊君
・会長会ご出席 ありがとうございます。

本日はスピーチありがとうございます。
安澤君、井川君、布施君、池田君
・松井先輩、国土交通大臣表彰 受賞

小森君、坂田君
・連続出席 自祝！

村岡君

・夫人誕生日、結婚記念日、

おめでとうございます。

恐妻家バンザイ！

小森君、竹之内君､吉田（武）君、深海君
・今月お祝いの皆様おめでとうございます。

髙橋君
・夫人誕生日自祝。

小山君、佐貫君、中村（弘）君

稲本君、川勝君、松下君

・11/18社会奉仕事業
「未来へとつなぐ水路の路」成功を祈って。

ロータリー財団

中塚君、安倍君、渡邊君、髙橋君、道端君
・10年連続出席 自祝。

計20.000円

・中塚さん、井川さん、山田さん
楽しい時間、有難うございました。

大倉君・郡君

村岡君

上村君

米山記念奨学金 達成 13％
計

計

33.000円

達成
累計

本田君

岡武君、郡君

・結婚記念日自祝。

クラブニコニコ

累計303,000円

・財団月間に因んで。

皆様の友情に感謝です。

・誕生日自祝。

達成 23％

25％

10.000円

累計

150,000円

・王くん、本日よろしくお願いします。

163.000円

本田君

・米山奨学生 王 文聡くん
本日はスピーチありがとうございます。
鈴木君、中村（翠）君
・今月お祝いの皆様おめでとうございます。
小山君、布施君、山田君

11/10

希望の風 達成 5％
計

0円

累計

10,000円

【2511】

「米山記念奨学フォーラム
＆米山奨学生スピーチ」

2020-21 年度

社会奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 「未来へとつなぐ水の路

出張授業」

11/18（水）今年度社会奉仕授業の総まとめとして、京都市立音羽川小学校で出張授業
をいたしました。
３クラスそれぞれの教室において、78 人の子どもたちの素直な喜びと感動を共有するこ
とができ、心が洗われるようでした。
全児童にプレゼントしたマップもたいへん好評で、校長先生はじめ担任の先生方や教
育委員会の方にも感謝のお言葉をいただきました。

【 当

日

の

授

業

風

景 】

感染予防対策に充分留意し、活動に望みました。

早朝より、皆さん
お疲れ様でした。

(裏面へつづく)

■音羽川小学校 校長先生からのお礼のメール

1２月プログラムのお知らせ
12 月

１日（火） クラブ・デー

於：葵殿

京都東山ロータリークラブ会長本田 修造 様
【

2513 回 】

12：30～13：30

「年次総会」

本日は，授業のためにお越しいただきありがとうございました。
12 月

8 日（火）

休 会

子どもたちは大変楽しく学習することができました。
12 月１５日（火）

於：西館４F 瑞穂の間

また，私の方からジオラマがあればうれしい等，厚かましいお願いまで
【

しまして申し訳ありませんでした。

2514 回 】

17：30～18：00「夜間例会」
18：00～

次年度に向けて，より良い授業となるよう校内でも学習計画を練り直し，

食事会

(新型コロナウィルスの感染が拡大しておりますので、

次年度を迎えられるようにしていきたいと考えております。

変更になる場合もございます。ご了承ください。)

コロナ禍の中，子どもの学びのためにご尽力いただきありがとうござい
ました。
本田様をはじめ，京都東山ロータリークラブの皆様の健康とご多幸をお

12 月 22 日（火）

臨時休会

12 月 29 日（火）

休 会

祈りしております。
今後とも，ご協力のほど，よろしくお願いいたします。

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

