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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

2021 年 2 月 16 日 第 2517 回例会 Weekly Bulletin №53-42-15
「京都東山ロータリークラブに入会して」
道端

悠馬

2021 年は、布施栄一会長のもと副
SAA を仰せつかりました。こ
渡邊 恭章会員
れもまた経験したことのない新しい体験です。一つずつ自身に求め
られる役職をクリアして、まずは京都東山ロータリークラブの一員
としてクラブ運営の一端を支える機会をいただき感謝しておりま
す。また、今後はクラブ内にとどまらず社会に貢献できるような経
験をしたいと思っております。
最後になりますが、未だ納まらないコロナ禍ではありますが、ど
うか皆様が元気に過ごされることをお祈りしております。

2020 年 2 月 4 日より京都東山ロータリークラブに入会させていた
だきました。入会前はロータリークラブとはどういった方々が居られ
て、何をするところなのか、右も左も全くわからない状態で緊張して
いるのみでした。数回の例会を通して気さくに話しかけていただいた
諸先輩方のおかげもあり、いち早く馴染むことができたのではないか
と思っております。

本日の会合

本日の例会
-平和構築と紛争予防月間-

開会点鐘 〔１２：３０〕

例会前
11:00～第１回ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

於：コクーン

12:00～情報集会リーダー会議 於：葵殿ﾛﾋﾞｰ

例会後/第２回次年度理事会 於：コクーン

しかし、3 月より新型コロナウイルスの影響もあり、会員の皆様のお
顔とお名前を記憶する前に休会及び例会の開催回数の削減措置がと
られたため、入会するも何もできない期間が約 10 か月間続き現在に

ソング「それでこそロータリー」演奏

至ります。

会長挨拶

前回例会報告
会員数 6３（14）
【1】名
出席者 3３（ ６）
【0】名
( )は出席率除外会員
【】は名誉会員

数少ない例会数ではありますが、親睦委員の役割である受付業務をこ
なすうちに徐々に覚えてまいりました。また、親睦委員主催「映画撮
影」や社会奉仕プロジェクト「未来へとつなぐ水の路」、青少年奉仕
「院内学級への寄付」など記憶に残る事業にも参加させていただくこ

来客ご紹介

とができて個人的には少しずつ充実してきているのではないかと思
っています。

閉会点鐘 〔１3：0０〕

幹事報告

出席率

―

ビジター 0 名
ゲスト

1名

％

第 251６回
出席率（63.46）％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

※休会者を抜いたため

次回例会ご登録締切：2/１8（木）
３月２日 12：３０～１４：００ 於：葵殿

「

情

報

集

会 」

次回会合 ３/２
第３回次年度理事会 於：コクーン

—

幹事報告

—

ライトランチ

■

例会時間が３０分延長となります

【同好会】

ので、宜しくお願い致します。な

ほろにが

お、緊急事態宣言の状況により食

3/9（火）に予定されておりました例会

・皆様お元気にされておられますか。
坂田君
・寄本IAC2/7はありがとうございました。

本日も感染防止対策として食事

事しての例会の開催が困難な場合

なしでの短縮例会とし、お帰りの

は、変更となりますので、ご了承

際、出口でお弁当をお渡しさせてい

ください。

ただきます。皆様のご理解、ご協力

■2/20（土）開催の「職業奉仕講

【ニコニコ箱・特別寄付】２/9

・誕生日自祝。

を宜しくお願い致します。

演会」に布施会長ｴﾚｸﾄ、松井職業

ニコニコ箱 達成29％

・夫人誕生日自祝。

■

奉仕委員長、松下職業奉仕副委員

残念なお知らせですが、大木

は安全面に考慮し、中止となりました。

岡武君

予定：4/13（火）リーガロイヤルホテル

・第６回米山功労者で表彰されました。
池田君

計

83.000円

加藤君

村岡君、本田君、井川君、江向君

累計671.000円

義秀会員が今月で退会されました。

長、永井会員他、京都東山インタ

・ロータリーらしさは、奉仕事業です。奉

・結婚記念日自祝。

１０年間ご活躍いただいておりま

ーアクト 5 名が参加されます。

仕事業はニコニコ箱で運営されていま

・泉涌寺はんの展覧会、お時間がござい

す。御協力の程よろしくお願いします。

ましたら、お越しやしとうくれやす。村田君

したが、近年は、生活基盤が東京と
なられ出席が難しい状況でした。
■

布施君

－次年度のお知らせ－

本日より、クラブニコニコの箱

各関係者は、ご予定ください。

加藤君

・村田 好謙さん、展覧会おめでとうござ

・小林 一恵君、谷川 博造君、加藤

います。

君、安倍君、渡邊君

はしばらく停止させていただいて

■3/20（土）会場開催予定

丈尋君、おたんじょうびおめでとうござい

・ゴルフ同好会です。3月9日、琵琶湖カン

おります。例会数減少により、クラ

「会長ｴﾚｸﾄ研修セミナー（ＰＥＴＳ）」

ます。

トリーで行いますので、是非参加をお願い

ブ運営資金より奉仕事業資金が不

※オンライン開催でも日程の変更

足気味になっていることが理由で

はございません。

鈴木君、小山君、吉田(武)君、安倍君
大倉君、渡邊君

す。皆様、より一層のニコニコ箱へ

・杉﨑元会長のご逝去を悼み、ご冥福を

のご協力宜しくお願い致します。

■4/11（日）会場開催予定

■

「地区研修・協議会」

次回３月２日の例会は、今年度

します。

中川君

・渡邊様、茂山様、先日は有難うございま
した。

岩田

お祈りいたします。
小山君、中村（翠）君、松井君

実施できていない「情報集会」を例

※オンライン開催でも日程の変更

会中に行います。組ごとに分かれデ

はございません。

池田君、山田君

クラブニコニコ
計

0円

達成
累計

50％
324.000 円

ィスカッション形式で行います。
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

・

直前会長（理・役）小坂文夫

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

・

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

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

ロータリー財団

達成 39％

計25.000円

累計503,000円

・一助に

布施君

・R財団協力金

道端君
2/9

【2516】

米山記念奨学金 達成 20％
計

１0.000円

累計

クラブ・デー

240,000円

・一助に

「 短縮例会 」

布施君

緊急事態宣言の為、プログラムなし

希望の風 達成 10％
計

3月

0円

累計

3

月

２日（火）

30 分の短縮例会となりました。

20,000円

プ

ロ

グ

ラ

クラブ・デー「

ム

情報集会

予定
」

【251８回】12:30～14：00

於：葵殿

※緊急事態宣言が解除されていなければ、１６日に代替え。
3月

９日（火）

3月

16 日（火）

3 月 23 日（火）

臨時休会
休

※ビジター受付なし

会 ※3/2 代替え日

「 ロータリー財団・補助金フォーラム

【2519 回】12:30～13:30

臨時休会

今月のお誕生日の皆さん、おめでとうございました！

」
於：葵殿

ﾛｰﾀﾘｰ財団・補助金委員長

３月 30 日（火）

幹 事 報 告

※ビジター受付なし

井川 正隆君

※ビジター受付なし
米山奨学金 授与

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

池田君、第４回米山功労賞おめでとう

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

