愉しもうロータリータイム（機会）
育もうロータリーハート（精神）

MEETING ON TUESDAY 12:30
THE WESTIN MIYAKO KYOTO
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan
Kanazawaminami

２０１５年６月１６日 第２２９１回例会 WEEKLY BULLETIN
「感謝 ～幹事退任の時を迎えて～」
幹事 吉田 武雄
振り返ればおととしの 2 月頃、小野会長ノミニー
からのお声掛けを頂いてから既に 2 年と 3 ヶ月の年
月が過ぎております。時間をかけて教育して頂いた
幹事にしては拙く無知な采配で、会長はじめ会員各
位には勿論の事、他クラブの皆様にまで多々ご迷惑
をお掛けし、心よりお詫びを申し上げます。
失敗談のほんの一例ですが、年度初め、ガバナー
公式訪問の日から大きなミスをやらかしてしまい
ました。当日の立て看板を発注していなかったので
す。というより、看板は毎年同じものを(年度と日
時を書き換えて)使用している、つまり事務局に保
管してあるものを出してくれば良いのだと思い込
んでおりました。明らかに私の思い違いによる失敗
であるにも関わらず、岡本事務局からは「例年私が
幹事に確認して発注していたのを、今回うっかり忘
れてしまいました」とのお詫びがあり、続いて会長
から「自分が最終確認をするべきだった」との、こ

４７－４５

れまた私をかばって下さるお言葉が(涙、涙)…
次に中島会員から「レストランのパネルサイズな
ら、プリンターで出力して代用できますが…」との
アイデアが出され迷っておりますと、岩橋会長エレ
クトが「黙って立っていても仕方がない。やれると
ころまでやってみましょう!」と背中を押して下さ
いました。
仕上がったパネルを小森親睦委員長や副幹事各
位の手で設置して頂いたところへ北河原ガバナー
一行が到着され、無事記念撮影終了。パネルはその
後も懇談会場や地区委員との面談会場、例会場やク
ラブ協議会の会場入り口へと移動して、八面六臂の
大活躍をしてくれました。
自分の失敗として深く胸に刻んでおかなければ
ならない出来事ですが、皆様の思いやりに満ちたそ
の一日は、北河原ガバナーの地区スローガン「ロー
タリーは心くばり」に相応しい、教訓に満ちた一日
になりました。皆様、本当にありがとうございまし
た。
最後に末松先輩、看板 1 枚分の減収、誠に申し訳
ありませんでした。

前回例会報告
-親睦活動月間-

本日の例会 ヤレヤレ例会
開会点鐘
ロータリーソング♪ 我らの生業
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
閉会点鐘

〔１７：３０〕

-ヤレヤレ会-

〔１８：００〕

会員数 78（31）名 出席者 56（ 20）名 ビジター 2 名
( )は出席率除外会員 出席率 83.6％
ゲスト
1名
第 2287 回出席率 93.85 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ６月２３日（火）
-最終例会「退任挨拶」

於：東館 4Ｆ「葵殿」
会 長 小野 富造君
副会長 薮下 清三君
幹 事 吉田 武雄君

次週の会合
京都東山 RAC 例会 ヤレヤレ会
２０１４－１５年度
国際ロータリー会長
ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン
第 2650 地区ガバナー
北河原 公敬

会長(理事) ·········· 小野
会長エレクト(理事) ·· 岩橋
直前会長(理事) ····· 杉﨑
副会長(理事) ······· 薮下
幹事(理事) ·········· 吉田
クラブ管理(理事) ···· 渡辺
(理事) ··· 横尾
広報(理事) ·········· 川勝
会員増強(理事) ····· 平野

富造
忠昭
則夫
清三
武雄
剛士
浩志
裕之
俊雄

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事)···· 福留 幸一
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事)···· 中村 翠嵐
親睦活動(理事) ····· 小森 直之
Ｓ．Ａ．Ａ．(理事) ···· 森里 秀夫
職業奉仕(役員) ····· 岸 弘祐
社会奉仕(役員) ····· 坂田 均
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 中塚 浩
会計(役員) ·········· 竹之内米貴

副幹事 ········· 郡 正樹
副幹事 ········· 上村 承生
副幹事 ········· 松下 明史
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松井 信五
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村田 好謙
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中島 陽子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 佐々木虚室
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 橋本 幸司
副会計 ········· 山本 眞也

19:30～「八千代」
第２６５０地区
ガバナー補佐
中村 翠嵐
財団資金推進委員会
委員長 本田 修造
米山奨学委員会
委員
岩橋 忠昭
インターアクト委員会
委員
福留 幸一

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

ＩＡＣ報告

幹事報告

■ 2015-16

■ 本日は「ヤレヤレ会」

本日は例会に引き続き、ヤレヤレ会を開催致します。
親睦活動委員会のみなさま、お世話になります。
■ 米山学友会総会ならびに新規奨学生歓迎会

13(土)12:00～「京都市国際交流会館」に於いて開催され、
安澤国際奉仕委員長が参加されました。ごくろうさま
でした。
■第

3 回 京 都 市 内 24RC 連 絡 協 議 会
現・次年度合同幹事会
17 日（水）18：00～「グランドプリンスホテル京都」に於い
て開催され、吉田（武）幹事、松下・上村・郡副幹事、岡
武次年度幹事、中村（翠）・村岡次年度副幹事が出席さ
れます。ごくろうさまです。
■ バヌアツ台風・ネパール地震の災害義援金

寄付分担金より 1,000 円/会員×78 名分、義援金として
送金させて頂きます。
■ 新入会員委員会配属

青山、深海両会員は、親睦委員会に配属されました。
■ 新入会員歓迎会ご案内

当クラブへお仲間入りされました、青山真由美会員、深
海季生会員の歓迎会を 6 月 30 日（火）午後 6 時より「晴
鴨樓」に於いて開催いたします。ご出欠のお返事がまだ
の方は、親睦委員会または事務局までお知らせくださ
い。

ＲＡＣ報告
【6/９（火）ＲＡＣ例会】 岡武 RA 委員長、
員長、井上（正）、山本、中西、村岡、福川同委員、小森
会員が出席されました。ごくろうさまでした。
6/6(土)～6/7(日)RAC 地区大会に岡武ＲＡ委員長が出
席されました。その席で京都東山 RAC が「ベスト提唱ロ
ータリークラブ賞 第三位」で表彰されました。
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「京都に想う」
6/17 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「退任の挨拶」
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

6/18
（木）

6/19
（金）
6/22
（月）

京 都 南
京 都 北
京都洛北
京都洛東
京都桂川
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
京都さくら
京都西山
京 都 東
京都伏見
京都洛西
京都紫竹

西
野
中
安
6/23 京 都 西 南
（火） 京 都 洛 中
京都洛南
京 都
京都紫
京 都
京都平
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ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長会議及びｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ会
長・幹事研修会
14（日）11：00～ 聖パウロ学園に於いて開催され、木村
（安）IAC 委員長、中村（ ）次年度 IAC 委員長が出席さ
れました。ごくろうさまでした。

同好会情報
野球同好会
6/27（土）16：00～ 殿田南グラウンド
練習試合（ＶＳ洛中ＲＣ）
6/30（火）12：00～16：00 岡崎グラウンド

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜６/９＞
ロータリー財団 計 2０,000 円 累計１,31４,180 円
一助に。
奥田君、松下君、上村君
*5 月の寄付にて、今井武男会員は 4 回目、川勝裕之会
員は 1 回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。
おめでとうございます。
米山記念奨学会 計 20,000 円 累計１,13８,000 円
一助に。
山中君、松下君
ニ コ ニ コ 箱 計 36,000 円 累計 2,911,100 円
小野会長、一年の周航無事何よりのことと存じます。
京都伏見 RC 土田行夫様
山下寛一郎様、本日スピーチありがとうございます。
吉田（良）君、柴田君、小野君
稲本君、今井君、吉田（武）、関根君
渡辺君、木村（安）君、中村（翠）君、西尾君
横田さん、先日は誠に有難うございました。 鈴木君
西尾さん７月以降再会を。
大藤君
山下寛ちゃんようこそ。宜しくお願いします。
中村（弘）君
100％出席自祝。
松下君
結婚記念日自祝。
中西君
一助に。
戸田君、小森君
希望の風奨学金
計 5,000 円 累計 400,000 円
ゴルフ同好会、杉﨑さん、布施さん楽しかったです。
小坂君
国立京都国際会館 館長 京都 R.C.会員 木下博夫氏
理事・役員
理事・役員

「退任挨拶」
ごくろうさん例会の為、例会変更
「退任挨拶」
副会長 中村和夫氏、幹事 奥村昇三氏、S.A.A 大友義博氏
休会
＊ビジター受付は平常通り
「酒場と街のアンソロジー」
ライター バッキー井上氏
「野球人生～道一筋」
阪神タイガース元監督 岡田彰布氏
「スーパーサーズデー」「退任挨拶」
会長、会長エレクト、副会長、幹事
クラブ・デー「RYLA に参加して」
㈱ジェイ・エス・ビー RYLA 受講生 細谷まり氏
第 5 回クラブ協議会
※会員増強部門
「社会教育委員という活動」
京都文教短期大学教授 森川知史氏
「RYLA に参加して」
2014-15 年度 RYLA 受講生 三共精機㈱ 岡田莉奈氏
「無題」
会員 道端 進氏
～現・次年度合同クラブ・アッセンブリー～
「理事役員退任挨拶」
第６回協議会「次年度のために」
「なぜ今日本料理なのか そのなぜと今後」
京料理直心房さいき主人 才木 充氏
「オペラ舞台衣装の世界」
オペラ舞台衣装デザイナー 松田 優氏
「一年を振り返ってⅠ」
理事
「『生演奏』と『レコード演奏』どちらが感動を得られるか」
西村伊久夫会員
第５回クラブ・アッセンブリー、次年度第１回クラブ・アッセンブリー
「退任挨拶」
各担当理事
「～会長・幹事 退任挨拶～」
会長 西川昌樹氏、幹事 辻 宗和氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

