1）R 財団グローバル補助金事業「テング熱撲滅作戦」
（国際奉仕委員会）

ROTARY CLUB OF KYOTO-HIGASHIYAMA, DISTRICT 2650 CHARTERED April 13, 1968

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」

補助金交付額 99,000 ドル（DDF49,500 ドル、WF49,500 ドル）
2）R 財団グローバル補助金事業「R 財団奨学生竹内絢子」（R 財団補助金委員会）

地区スローガン

補助金交付額 30,050 ドル（DDF15,025 ドル、WF15,025 ドル）

『ロータリーの原点に返る』

3）R 財団地区補助金「院内学級」
（青少年奉仕委員会）補助金交付額 2,932 ドル

誠意をもって語り合い、勇気をもって共に未来へ

4) 新世代育成基金補助金「未来へとつなぐ水の路」
（社会奉仕委員会）
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補助金交付額 150,000 円
5）HP の更新と充実 （広報委員会）

「退任のご挨拶」
」

6）米山記念奨学生の歴代奨学生名簿作成と HP 掲載（米山記念奨学委員会）
7）細則の一部修正と HP 掲載

2020－2021 年度 会長 本田 修造君

皆様には、1 年間ご協力いただき誠にありがとうございました。
例会が、コロナ禍で 23 回しか開催できませんでしたが、地区方針の一つであ

本日の会合
本日の会合はございません。

本日の例会
-

（規定審議委員会）

ロータリー親睦活動月間 -

開会点鐘 〔１２：0０〕

った「我らの生業を守り、家族・従業員・会社を守る」ための施策でした。そし

前回例会報告
会員数 6１（1３）名
出席者 39 （ 6）名
( )は出席率除外会員

てコロナの終息がいつになるのか、いまだに不透明な状況です。第 5 波の予兆
も出てきている昨今、会社経営に悩んでおられる方も多いかとも思いますが、
何とかこの苦境を皆で乗り越え、再びロータリーの歩みをはじめましょう！

ソング「 それでこそロータリー」演奏

によって、奉仕活動の持続性を図り、委員会単位で奉仕事業をすることによっ

１名

％

※休会者を抜いたため

来客ご紹介

幹事報告

いしました。そして 3 年制委員会を導入（委員⇒副委員長⇒委員長）すること

ゲスト

―

第 2524 回
出席率（75）％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

会長挨拶

次回例会

さて、今年度会長の方針の一つに親睦を深めるとしました。これは、委員会活
動を通してロータリーを学び親睦を深めたいと考え、委員会会議の開催をお願

出席率

ビジター 0 名

登録締切 ６/30（水）

７月６日 12：３０～13：30

「

ヤレヤレ例会

」

於：葵殿
クラブデー

閉会点鐘 〔１４：3０〕

「

て継続性を図りたかったのですが、如何でしたでしょうか？また、各委員長に

初例会

/

就任挨拶

は個別でいろいろなお願いも致しましたが、これらの事がこれからのロータリ
ー活動に役立てればと願います。
最後に、本年度の委員会活動実績をまとめます。

次回会合
例会後/第１回理事会

於：コクーン

」

同 好

会

【ゴルフ同好会 谷川会員 寄稿】

【第１回京都東山ＲＣゴルフコンペ】

ゴルフ同好会雑感『天才ゴルファー現る』

クラブヘッドが柿の木で出来たパーシモン、カートも無く徒歩、そんな時代から今や歩行からカートへ、ピ

開催日：令和３年８月１０日（火）休会日 ※雨天決行

ン迄の距離はおろか成績スコア記入も自分で記録をする必要なし。参加者全員の記録、誰が何番でいくら

開催場所：瑞穂ゴルフ倶楽部

で回り、現在の成績はどうかまで、カート搭載の「ナビ」でわかる時代です。

※参加の方は、ＲＣ事務局又は中川迄お願い致します。

６月２２日（火）信楽カントリー 午後１時頃、参加者一人の大声が聞こえます！！！
【2020-2021年度 京都東山ＲＣ 本田会長杯

ゴルフコンペ】

「平野、川勝以外にも天才がおるぞー、ハーフ終り１０番バーディー、２オーバーや、平野よりいい成績やぞ」

開催日：令和３年９月２１日（火）休会日 ※雨天決行

「山田て誰やねん？新人か？（佐貫）」「郡に体型の似てる奴違うか、デカイ男や（中村弘）」

開催場所：朝日野カントリー倶楽部（予定）

「ゴルフ初めて、まだ２年らしいぞ、郡とは違うわ（布施）」「野球同好会の決勝でランニングホームラン打ちよ

※参加の方は、ＲＣ事務局又は中川迄お願い致します。

った男や！！（福留）」「何年やっても１００切れん奴多いのに、仕事はなんや（佐貫）」「奥さん音楽家やリズ
【ポリオ根絶活動協賛

第76回京都市内24RC懇親チャリティゴルフ大会】

ム感がいいの違うか？（中村弘）」「関係あらしません、ライザップゴルフに浸かり切りらしいわ、奥さん怒った

開催日：令和３年１０月２日（土） ※雨天決行

はった（村岡）」 「天才も３年経ったらただの人言うからな、楽しみや（中村弘）」

開催場所：瀬田ゴルフコース（北・東・西コース）予定※参加の方は、ＲＣ事務局又は中川迄お願い致します。

逃せませんよ！他にも第４、第５の天才が出るかもね！（青山）」

「次年度の彼のゴルフ見

今期もあと少し、今年
【京都東山ＲＣ

遠征ゴルフコンペ】予定

のヤレヤレゴルフも和気

開催日：令和３年１０月１１日（月）～１０月１２日（火）

藹々、こんな雰囲気で行

開催場所：１泊２日 遠征予定

われました！

※参加の方は、ＲＣ事務局又は中川迄お願い致します。

ゴルフ同好会の皆様、
2020-2021年度

ヤレヤレゴルフコンペ

2021.6.22(火)

信楽カントリー倶楽部
（杉山コース）

梅雨時期で天気が危ぶまれていましたが、当日は、湿気も少なくすごしやすい中、１８人でプレ
イできました！

一年間ありがとうございま
した！次年度（布施会
長）も多数の参加をお願
い申し上げます！

今回の優勝は、福留会員！！おめでとうございます！！準優勝：平野会員、３位：小坂会員、

ゴルフ同好会

４位：村岡会員、５位：谷川会員になります！！

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

中川 公孝

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

—

幹事報告

■

—

・100％出席自祝。31年になりました。

本日は、例会時間を短縮し、終了後に

松井君

―

2021-2022 年度

7 月プログラム

－

ヤレヤレ会を開催致します。終了は 14 時

・クラブのために！

安倍君

30 分頃を予定しておりますので、お時間

・6/8撮影欠席お詫び。

福留君

７月６日（火）初例会

の許す限りお愉しみください。

・お疲れさまでした。

江向君

【

■

地区より希望の風の寄付に対し、お

・朝、ワーグナーの「ワルキューレ」で奮い立つ。

会 長

布施

栄一君

礼状をいただきましたので、ご報告致し

坂根君

副会長

福留

幸一君

幹

中村

吉晴君

ます。
■

就任挨拶

今年度分の会費が未納の方は、恐れ

計

0円

累計

う宜しくお願い致します。
パスト会長で元会員の井上

勝様

達成 56％

計35.000円

累計733400円

（享年８３歳）が６月２２日にご逝去さ

・ガバナー補佐 西村 信之様、本日はどう

れました。ご葬儀は、近親者のみで２４日

ぞよろしくお願いいたします。

に執り行われたそうでございます。ご報
告させていただきます。

本田君、寄本君
・皆様、ごきげん如何ですか。

計

達成51％

54.000円

累計1.205.000円

ます。

お取り寄せする、日々自しゅくする」池田君

・ガバナー補佐 西村 信之様、本日はど

小山君、中村（翠）君、中村（弘）君
坂田君、小坂君、𠮷田君、岡武君
村岡君、中村（𠮷）君、山田君、池田君

安澤君、布施君、内藤君、寄本君、池田君

7 月 20 日（火）クラブ・デー/

馬場 益弘様

就任挨拶
於：葵殿

奉仕プロジェクト委員長

竹之内米貴君

会員増強委員長

岡武 和暁君

7 月 27 日（火）クラブ管理運営フォーラム（ライトランチ）
【2529 回】

於：葵殿
クラブ管理運営委員長

米山記念奨学金 達成 38％
計

20.000円

累計

460.000円

・ガバナー補佐 西村 信之様、本日はどう
ぞよろしくお願いいたします。

・親睦委員会撮影、皆様お疲れさまでした。
中村（弘）君、中塚君、岡武君、𠮷田君

京都西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

・ロータリー歌壇に入選しました。
「東京の 有名ホテルのやき菓子を

うぞよろしくお願いいたします。

於：瑞穂

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 2021－22 年度地区ガバナー

竹之内君

・本日はお世話になります。よろしくお願いし
ガバナー補佐 西村 信之様

【2527 回】

坂田君
・一助に。

ガバナー公式訪問（東 RC と合同）

【2528 回】

【ニコニコ箱・特別寄付】6/15
ニコニコ箱

事

324.000円

7 月 13 日（火）

ロータリー財団

於：葵殿

2526 回】就任挨拶

クラブニコニコ 達成 50％

入りますが６月中に納入いただきますよ

■

/

竹之内君、池田君

希望の風 達成 10％
計

0円

累計

20,000円

平野 俊雄君

会長

本田

修造君

本田会長

2021－2022 年度

村岡幹事

「クラブ協議会」

中村 SAA
幹事報告 村岡

正浩君

布施会長の司会進行により、各委

大倉副 SAA

員会より、次年度の活動計画等に

→

ついて協議されました。

会長

布施栄一君、幹事

中村 𠮷晴君

2021-2022 年度

当日の会場の様子→
国際ロータリー第 2650 地区
ガバナー補佐

西村

信之様

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

西村ガバナー補佐

と

布施会長エレクト

長時間にわたり、ご苦労様でした。
TEL.(075)762-5630 FAX.(075)752-3309
Mail. ↓
info@higashiyamarc.com
会場の様子

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

