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）
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「会長を退任させて頂くに当たり」
会長

小野 富造

〈愉しもうロータリータイム 育もうロータリー
ハート〉の旗印を掲げて駆け抜けた一年でしたが、
退任を迎えての心境は「敗戦の将、兵を語らず」で
はなく「人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ねるべ
し」で、只々非力な会長の下にお力添え下さった理
事、役員、委員長の皆様、ご協力賜った会員諸兄に
衷心より感謝の念で一杯です。それに応えることが
出来なかった小生の無力さをお詫びするばかりで
す。
退任に当たって今、心に去来することは反省の
数々ばかりで、最も重要な増強（目標 5 名）が実行
出来なかったこと。ロータリーの重要課題である例
会出席率が、最近でも最も悪い年度となったことは、
会長としての責任問題であろうと懺悔します。明日
のことは神のみぞ知るがごとく、想定外のことが起
こったのも思い掛けない課題でした。
その①は１５年のキャリアでクラブ運営の要の
岡本さんが、年度がスタートしてから突然寿退職の
意向を聞き、８月末に１２月２０日を持っての退職
届けが提出され、後任の人材探しに苦しみ、新人の

本日の例会

-親睦活動月間最終例会

開会点鐘
ロータリーソング♪ 奉仕の理想
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
「退任挨拶」
閉会点鐘

本日の会合

〔１２：３０〕

会 長 小野 富造君
副会長 薮下 清三君
幹 事 吉田 武雄君
〔１３：３０〕

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

事務局員と共に事務機能を停滞させてはならない
ための必死の務め。
②は次年度スタートまで 3 ヶ月を切った頃に次
年度幹事のリタイヤというアクシデントで、後任幹
事候補探しに奔走の試練に見舞われ、「火中の栗」
を拾ってくださった「地獄に仏」の岡武会員には感
謝の一念ですが、岩橋会長エレクトが体調を崩され
次年度との引継ぎが十分に果たせかった事の心残
り。
僕にとってのテーマである 36 年間のロータリー
生活を振り返り〔ロータリーとは〕を問い直す一年
にとの思いで、皆様の迷惑も顧みず「会長のひとり
言」と称して４６編を書かせていただきました。
回を重ねて行くほどに、ロータリーの掲げる理念、
その目的を理解してきたつもりが、近年の国際ロー
タリーが唱え、勧める数々の変化を受け留めれば
益々解からなくなったのが偽らざる心境です。おそ
らく１９７８年頃から「ロータリーは職業奉仕」の
看板は下ろされ、「ロータリーは社会奉仕」の看板
に書き換えて掲げられた、と受け止めざるを得ない
のだろうか・・・・・。
時の流れは、全てが変わるのが人の世の常と、平
安・鎌倉時代の歌人、鴨 長明の「方丈記」が諭し
ています。
（裏面へ続く）

前回例会報告

京都東山 RAC 例会 ヤレヤレ会
19:30～「八千代」
ＲＣ会員参加費￥8,000
来週の会合 6/30（火）
第 2 回ロータリーインフォメーション
17：00～「晴鴨樓」
新会員歓迎会
18：00～「晴鴨樓」
２０１４－１５年度
国際ロータリー会長
ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン

４７－４６

会員数 78（31）名 出席者 53（ 17）名 ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 80.3％
ゲスト
0名
第 2288 回出席率 95.24 ％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
* ６月３０日（火）は休会です。

次週の例会 7 月 7 日（火）
-新年度初例会「就任挨拶」

於：東館 4Ｆ「葵殿」
会長 岩橋忠昭君
副会長 戸田義高君
幹事 岡武和暁君

次週の会合
第 1 回定例理事・役員会

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

18：00～「キャメロン」
終了後懇親会
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

僕もこれからは悟りの境地になって、
「身を知り 世
を知れば、願わず 走らず 静かなるを望みとし、憂
い無きを楽しみとす」の思いを持って、もう少し東
山クラブに身を置き、末席を汚したいと思います。
結びにあたり、薮下副会長、吉田武雄幹事と三位
一体となれたこと、吉田武雄幹事とは一身同体にな
って務められたことは、幸せの極みです。加えて、
大変な状況の中で全力を傾注され、驚異の学習力で
務めて下さった新事務局員の加藤さんには、頭の下
がる思いでいっぱいです。
良き新年度のスタートを心から祈念すると共にエー
ルを送り退任の挨拶といたします。

幹事報告
■「ヤレヤレ会」お礼

先週開催致しましたヤレヤレ会には、多数の会員諸兄
姉にご参加いただきましてありがとうございました。親睦
活動委員会の皆様、おつかれさまでした。
■ 次年度 Ｉ.Ｍ. インフォメーション
本日、次年度のＲＩ第２６５０地区インターシティミーティン
グ第３組ホストの京都八幡ＲＣよりＩ・Ｍ実行委員長 奥
村照夫様、副実行委員長 福井純史様がＰＲ訪問され
ています。
■2015-16 国際ロータリー第 2650 地区会員増強維持セミナー
27(土)13:00～「立命館大学朱雀キャンパス」に於いて開
催され、坂田次年度会員増強委員長が出席されます。
ごくろうさまです。
■今年度最終例会
本日は今年度最終例会です。会員の皆様には、一年間
ご協力賜りまして厚く御礼申し上げます。

会員だより
＊平岡 幹之助会員、西尾 修会員、森里 秀夫会員
横田 治男会員、誠に残念乍ら今年度末をもって退会
されることとなりました。
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「一年を顧みて」
6/24 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
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同好会情報
・野球同好会 練習試合（ＶＳ洛中ＲＣ） 6/27（土）午後 4
時～「殿田南グラウンド」、練習 6/30（火）12 時～16 時「岡
崎グラウンド」
・軽音楽同好会 6/23（火）午後 9 時～11 時「スタジオ 123」

･そば会 6/23(火)18:30「今長」東山大和大路松原西入

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜６/１６＞
ニ コ ニ コ 箱 計 76,000 円 累計 2,987,100 円
新睦活動委員会の皆様、本日はありがとうございます。
山中君、岩橋君、川中君、奥田君、今村君、磯田君
木村（安）君、小野君、松井君、小森君、西尾君
吉田（良）君、中島君、谷口君、松下君、清水君
稲本君、大藤君、吉田（武）君、深海君、平野君
中村（翠）君、布施君、本田君、小山君、戸田君
名筯君、中塚君、坂田君、柴田君、川勝君、郡君
佐貫君、中川君、谷川君、城山君、福川君
坂田様先日は有難う御座居ました。
薮下君

７月 の プ ロ グ ラ ム
７日（火）

初例会
「就任挨拶」
会 長 岩橋 忠昭君
副会長 戸田 義高君
幹 事 岡武 和暁君
１４日（火） -スピーチ「祇園祭の楽しみ方と後祭の復活」
公益財団法人 祇園祭山鋒連合会
理事長 吉田 孝次郎 様
２１日（火） クラブ・フォーラム（会員増強）
担当 会員増強委員長 坂田 均君
（ライトランチ）
２８日（火） クラブ・デー

会長 佐竹力總氏
会長・幹事・ＳＡＡ・会計
理事・役員
理事・役員
＊ビジター受付はございません
理事・役員
会長・副会長・幹事・理事・役員

「退任挨拶」
「退任挨拶」
夜間例会の為、時間変更
「退任挨拶」
6/25 京 都 南
「退任挨拶」
（木） 京 都 北
京都洛北
「退任挨拶」
京都洛東
例会臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
京都桂川
第 6 回クラブ協議会 次年度第 1 回クラブ協議会
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
第 6 回クラブ協議会「理事・役員・退任挨拶」
京都さくら
「退任の挨拶」
会長 野々村光生氏、幹事 上田昌平氏
京都西山
「最終例会を迎えて（退任挨拶）」
会長 伊東一壽氏、幹事 土井正樹氏
京
都
東
-年度最終例会-「退任挨拶」
会長・副会長・幹事・会計・ＳＡＡ
6/26
～会長・幹事退任挨拶～
一瀬会長・人見幹事
（金） 京 都 伏 見
京都洛西
「会長・幹事退任挨拶」
京都紫竹
「退任挨拶」
「退任挨拶」
会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督
6/29 京 都 西
「退任挨拶」
会長・理事役員
（月） 京 都 紫 野
京 都 中
「一年を振り返ってⅡ」
会長・幹事・副会長・ＳＡＡ
京都平安
よれよれ会 例会場変更：木屋町三条「ikariya523」
＊ビジター受付はございません
役員理事退任挨拶
6/30 京 都 西 南
「退任挨拶」
会長 半井隆利氏、副会長 大藤 忠氏、幹事 小西規之氏
（火） 京 都 洛 中
]
京都洛南
「最終夜間例会の為、場所・時間臨時変更」
＊ビジター受付は平常通り
」
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00
★18：30

