2650 地区ガバナースローガン

『クラブに「個性」と「憧れ」を！』

MEETING ON TUESDAY 12:30
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２０１５年７月２８日 第２２９６回例会 WEEKLY BULLETIN
京都東山ローターアクトクラブ
会長 清水 喜啓
この度、2015‐2016 年度 京都東山ローター
アクトクラブ会長に就任しました、清水喜啓
（しみずゆきひろ）です。よろしくお願いし
ます。
私は今までの経験で、「前に立って人をま
とめる」といった役職に就いたことがありま
せん。それこそ、小学生の学級委員ですらや
ったことがないほどです。そんな私が、「会
長」という、「クラブの顔」とも呼ばれたり
する重要な役職に任命され、正直戸惑ってお
ります。
人をまとめるといった事に関して経験が
ほとんどないため、これからどうすればいい
のか、そういった不安も抱いています。
しかし、前向きに考えれば私はとても良い
機会を与えていただいたのだと思います。今
までやったことがないことを初めて経験さ
本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
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本日の会合
ロータリー情報委員会
前期クラブ戦略策定会議
京都東山ＲＡＣ例会
２０１５－１６年度
国際ロータリー会長
K.R.ラビンドラン
第 2650 地区ガバナー
中澤忠嗣

例会前ロビー
例会終了後「平安の間」
19：30～「八千代」

会長(理事) ·········· 岩橋
会長エレクト(理事) ·· 渡辺
直前会長(理事) ····· 小野
副会長(理事) ······· 戸田
幹事(理事) ·········· 岡武
クラブ管理(理事) ···· 木村
(理事) ··· 薮下
広報(理事) ·········· 岸
会員増強(理事) ····· 坂田
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せてもらうことができるのですから。今やっ
ておかないと後々できなくなること、という
ものは多いと思います。この「会長」という
役職も今やらなければ、もしかしたら今後そ
ういった役職に就けることはないかもしれ
ません。大袈裟かもしれませんが、可能性が
全くのゼロ、ということもないと思います。
私は 2013‐2014 年度は、この東山ロータ
ーアクトクラブで幹事を務めさせていただ
いておりました。その節にはお世話になった
方々も多いと思います。幹事ということで、
一年間ではありますが、隣で会長の仕事とい
うものを見てきました。
その時の正直な感想は「私にはとても難し
いだろうな。」といったものでした。もとも
と人前に立つのが苦手な性分なので、幹事の
仕事でも悪戦苦闘していました。
入会一年目だった私は、各クラブのアクタ
ーとしての歴の長い方々から、（裏面へ続く）

前回例会報告
会員数 77（29）名 出席者 58（15）名
ビジター 0 名
( )は出席率除外会員 出席率 92.1％
ゲスト
0名
第 2292 回出席率 98.46％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ８月４日（火）

於：東館４Ｆ「葵殿」
クラブ・デー
クラブ・アッセンブリー ～公式訪問準備～
於：東館２Ｆ「山城の間」

次週の会合
第 1 回指名委員会
例会前 11：00～「白川」
第２回定例理事・役員会
クラブ・アッセンブリー終了後「白川」

ﾛｰﾀﾘｰ財団(役員) ···· 清水 泰博
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 稲本 初弥
(役員) ·· 山本 眞也
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 中島 陽子
職業奉仕(役員) ····· 吉田 武雄
社会奉仕(役員) ····· 郡 正樹
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治
青少年奉仕(役員) ·· 竹之内米貴
会計(役員) ··········
淳二

副幹事 ········· 中村 翠嵐
副幹事 ········· 佐々木虚室
副幹事 ········· 村岡 正浩
副幹事 ········· 布施 栄一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 小山 信一
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 関根 淳子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 福川 敦子
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 谷口 浩三

副会計 ········· 松下 明史
･･松井 信五
················· 中村 翠嵐
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「幹事のほうが会長よりも大変だよ。」と聞
かされたこともありました。しかし、大変か
そうでないかはこれから経験してみないと
わかりませんし、今後の自身の頑張り次第だ
と思っています。
これから、会長という仕事をやっていくこ
とで、様々な経験をさせていただくと思いま
す。楽しいこともあるでしょうし、苦しいこ
ともあると思います。しかし、そういった経
験は全て、これから私が生きていく人生にお
いての血肉になると思っています。実際私は
幹事を一年間経験させてもらっただけで、私
生活でも、特に「人との関わり合い」といっ
た面で変われたと思います。幹事の次は会長
といった、アクター二年目の私としては大変
濃密なスタートダッシュを切ることができ
たと思います。
今後、皆様にはご迷惑をおかけすることも
あるかもしれませんが、この会長という役職
を終える頃には、今の自分よりも更に成長す
ることを目標にかかげ、アクトの活動に励ん
でいきたいと思います。
一年という短い時間ではありますが、どう
ぞよろしくお願いいたします。

今月のお祝い
❁ １００％出席会員表彰
４１年間
小林君
連続２３年間
渡辺君
連続 ５年間
中島君
❁ 誕生日
大藤君 ３日
福川君 ５日
小森君 ６日
松下君 ２５日
佐々木君 ２７日 大木(義)君 ２８日
中西君 ３１日
❁ 夫人誕生日
松井君夫人
まり子さん
４日
吉田(武)君夫人 たみ子さん
７日
中村(弘)君夫人 佐和子さん
２９日
❁ 結婚記念日
松下君 ６日
橋本君 ２０日

幹事報告
■ 指名委員

福留・今村・松井・中村（弘)・中村（翠）・坂田各会員が
選出されました。尚、指名委員会は、上記６名に岩橋
会長、渡辺会長エレクト、小野直前会長を加えた９名で
構成されます。よろしくお願い致します。なお、次週の
例会前に、第１回指名委員会が開催されますので、指
名委員の皆様よろしくお願い致します。
■ 次週はガバナー公式訪問準備の

クラブ・アッセンブリー＜リハーサル＞
次週 8 月４日（火）の例会終了後、ガバナー公式訪問準
備の為のクラブ・アッセンブリーを開催致します。ご入会３
年未満の会員方は特にご出席をお願い致します。
■ 地区ロータリー財団セミナー

8/1(土)13：00～「立命館大学 朱雀キャンパス」に於い
て開催され、清水ロータリー財団委員長が出席されま
す。ごくろうさまです。
７/29 京
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「琳派を楽しむ-十人十色・百人百様-」
京都府参与 琳派 400 年記念祭委員会ゼネラル・プロデューサー 山本壯太氏
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん -新入会員スピーチ「自己紹介」 京都府参与 琳派 400 年記念祭委員会ゼネラル・プロデューサー
会員 松井
大氏
「琳派を楽しむ-十人十色・百人百様-」
山本壯太氏
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御社の現金預金＆情報管理は大丈夫でしょうか？
税理士法人みのり会計 中根将晴氏
「琳派を楽しむ-十人十色・百人百様-」
京都府参与 琳派 400 年記念祭委員会ゼネラル・プロデューサー
山本壯太氏
合同ガバナー公式訪問の為、例会変更
＊ビジター受付はございません
「薬物（危険ドラッグ）乱用の実態と危険性について」
京都府警察本部 刑事部 組織犯罪対策第三課 指導係 係長 警部補 辻 健 氏
「故 西村延良会員追悼例会」
会員 内田昌一氏、西村七兵衛氏
「琳派-麗しき日本の美-」
細見美術館 館長 京都ＲＣ会員 細見良行氏
「ダンス＆バルーン パフォーマンス」
バルーンアーティスト 芦田ルイーザ氏
「スーパーサーズデー」
「故 西村延良会員追悼例会」 会員 内田昌一氏、西村七兵衛氏
休会
＊ビジター受付はございません
休会
＊ビジター受付は平常通り
休会
＊ビジター受付はございません
「故 西村延良会員追悼例会」 会員 内田昌一氏、西村七兵衛氏
「本年度活動方針」
各担当委員長
「未定」
長友麻希子氏
「京都ハンナリーズの歴史と選手育成のコーチング指導について（仮）」
京都ハンナリーズヘッドコーチ 浜口 炎氏
「合同公式訪問所感」
Ｒ.Ｉ.第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏
「会員増強について」 村上会員増強委員長、「会員増強セミナーに参加して」 岸会長、吉田幹事

「ガバナー公式訪問所感」
Ｒ.Ｉ.第 2650 地区ガバナー中澤忠嗣氏
「ライラを終えて」
2014-15 年度ＲＹＬＡ受講生 光本瓦店有限会社 光本のり子氏
「挨拶 自己紹介・今年度抱負」
西村副会長、山本副会長
「『地域と歩む鉄道文化拠点』をめざして～『京都鉄道博物館』開業に向けて～」
西日本旅客鉄道株式会社 広報部 京都鉄道博物館開業準備室 担当課長 松本茂樹氏
「故・山本康裕会員追悼例会」

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

■ 米山功労クラブ感謝状授与

当クラブは６６回目の米山功労クラブとなりました。

同好会情報
・ロータリーほろにが会 8/11（火）18：00～「ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲ京都」
＊今回はわが京都東山ＲＣがホストクラブです。
皆様の奮ってのご参加をお願いいたします。
・野球同好会 練習 7/28（火）14 時～18 時「勧修寺公園
グラウンド」
・ゴルフ同好会 9/6（日）名神八日市カントリークラブ
「第 70 回京都市内 24ＲＣ懇親チャリティゴルフ大会」
10/10（土） 琵琶湖カントリークラブ

・軽音楽同好会 7/28（火）20：00～スタジオ 123「Ｌｽﾀｼﾞｵ」

８月 の プ ロ グ ラ ム
４日（火） クラブ・デー
クラブ・アッセンブリー ～公式訪問準備～
１１日（火） 「追悼例会に因んで」
会員
戸田 義高 君
（ライトランチ）
１８日（火） 「ガバナー公式訪問所感」
RI 第 2650 地区ガバナー 中澤忠嗣 氏
クラブ・アッセンブリー ～クラブ協議会～

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜7/21＞
ロ ータリ ー財 団
計 20,000 円 累計 211,800 円
新年度増強よろしくお願いします。
坂田君
一助に。
中塚君
ロータリー財団協力会より。 山田君、深海君、寄本君
ニコニコ箱
計 40,000 円 累計 354,000 円
会員増強クラブ・フォーラム担当坂田 均委員長、本日
はごくろうさまです。
今井君、竹本君、中村（翠）君、中村（弘）君、岩橋君
西村君、山中君、柴田君、松井君、渡辺君、小森君
村岡君、吉田（武）君、岡武君、川勝君、竹之内君
布施君、中西君、谷口君、山田君

２３日（日） －納涼家族例会－ 17：30～
於： ウェスティン都ホテル京都

