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「大波」「小波」「さざ波」といろんな波
が押し寄せる中、私なりに精一杯務めてき
たつもりではありますが、就任当初に目標
としてきた歴代の先輩幹事のような立振る
舞いが何一つできなかった自分を、この時
期になってあらためて見つめなおしている
このごろです。
今年度のメイン事業について、会長が就
任前から考えておられたグローバル補助金
を活用した海外支援のプログラムに対し、
幹事として関係委員会への働きかけが甘
く、結果が出せなかったことや、新入会員
がたくさん入会されたとはいえ、基本であ
る例会や各種会合への積極的な出席要請も

「一年を振り返って」
幹事

清水泰博

この一年間、会員の皆様にはクラブ運営に
ご協力とご支援をいただき、厚く御礼申し上
げます。
振り返りますと、渡辺会長から幹事役のお
声を掛けていただき、微力でも私なりに先輩
のお役にたてればとの思いで、思い切ってお
引き受けさせていただいたものの、会長、副
会長はもとより理事・役員・委員長各位はじ
め会員の皆様には、なにかとご迷惑をお掛け
することととなり、誠に申し訳なく、お詫び
申し上げる次第です。

(裏面へ続く)
-ロータリー親睦活動月間-

本日の例会

ライトランチ
〔１２：３０〕
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
-スピーチ「京都水泳界の変遷」
京都踏水会水泳学園 学園長
檀野 晴一様、藤井 透様
閉会点鐘
〔１３：３０〕
本日の会合 ６月１３日（火）
第 7 回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」
京都東山 RAC「APRRC 報告例会」
19：30～「八千代」

クラブ創立５０周年
2018 年 4 月 2 日
２０１６－１７年度
国際ロータリー会長
ジョン F. ジャーム
第 2650 地区ガバナー
刀根 荘兵衛

会長(理事) ·········· 渡辺
会長エレクト(理事) ··· 小森
直前会長 ············ 岩橋
副会長(理事) ······· 中村
幹事(理事) ·········· 清水
クラブ管理(理事) ···· 松井
(理事) ··· 坂田
広報(理事) ·········· 木村
会員増強(理事) ····· 本田

前回例会報告
会員数 72（23）名 出席者 50（15）名
出席率 78.1％
第 2379 出席率 88.3％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ６月２０日（火）
‐ヤレヤレ例会‐
例会時間臨時変更 17：30～
於：ウェスティン都ホテル京都東館 4F「葵殿」

“未来に繋がる
“未来に繋がる
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ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 薮下
ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 小野
親睦活動(役員) ····· 川勝
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 吉田
職業奉仕(役員) ····· 平野
社会奉仕(役員) ····· 中塚
国際奉仕(役員) ····· 安澤
青少年奉仕(役員) ·· 郡
会 計(役員) ········ 松下
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裕之
武雄
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浩
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正樹
明史
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２９４日

副幹事 ········· 村田 好謙
副幹事 ········· 橋本 幸司
副幹事 ········· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山本 眞也
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村岡 正浩
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山田幸一郎
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 青山真由美
副会計 ········· 上村 承生

･･松井 信五
··················中村 翠嵐

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

甘く、その結果も数字で出ているとおりです。
重ねてお詫び申し上げます。
退任の挨拶というよりも、一年間の反省を
綴っておりますが、この紙面では到底書き尽
くせない反省ばかりのこんな私にでも（こん
な私だからこそ）先輩会員からは、事あるご
とにご助言やご指導をいただき、また多くの
会員から暖かい激励の言葉をかけていただき、
この一年間は、これまで以上に強く、熱く「ロ
ータリーの友情」を感じました。心より感謝
申し上げます。
一年間、ありがとうございました。
幹事報告
■ 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組ホストの京都洛中ＲＣより、ｸﾗﾌﾞ渉外・登録 PR 委
員 武部 宏様、ｸﾗﾌﾞ渉外・登録 PR 委員 野崎智之様がＰＲ
訪問されています。
■ インターシティミーティング登録のお願い

日 時 8 月 26 日（土） 開会 13：30～
場 所 京都ホテルオークラ
登録料 3,000 円
登録料を添えて、親睦活動・出席委員会へ 7/18（火）
までにお申し込み下さい。多数のご登録をお願い致し
ます。
■ 次週は「ヤレヤレ会」

次週 6 月 20 日（火）は例会時間を 17 時 30 分からに変
更し、引き続き「ヤレヤレ会」を例会場と同じく「葵殿」に

て開催いたします。親睦活動委員会の皆様、お世話に
なります。よろしくお願いいたします。
■ 創立

50 周年記念事業記念事業部会より
本日、8 月 5 日（土）開催の特別記念講演会のポスター、
チラシが出来上って参りました。会員の皆様方にお配り
致しますので、ご覧頂き、当日までのご支援宜しくお願
い申し上げます。尚、会員紹介の参加者も受付を始め
し出ください。
■ お知らせ

＊京都南ロータリークラブより
事務局・例会場移転のお知らせ
《例会場》７月６日～ 「リーガロイヤルホテル京都」
《事務局》７月１日～
京都市下京区東堀川通塩小路下る松明町１番地
リーガロイヤルホテル京都 ４階
TEL 075-341-4610 FAX 075-371-3730
（※電話番号・FAX 番号は変更ありません）

会員だより
*竹本 昌生会員
一身上のご都合により、6 月末日をもって誠に残念なが
ら退会されることになりました。竹本会員には 42 年の永
きに亘り在籍され、ご活躍されました。

同好会情報
＊ロータリーほろにが会
6/13（火）18：00～「リーガロイヤルホテル京都」
＊野球同好会
6/28(水) 9：00-10：30
全国ロータリークラブ野球大会（甲子園球場）
ＶＳ 富士宮ＲＣ

都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「NHK 番組『ブラタモリ』制作の舞台裏」
6/14 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「4 点目の曜変天目茶碗の発見か！？」（指導：徳島西 RC 会員・善成 務氏）
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クラブ・デー
「縁多（ｴﾝﾀ）テイメント美仕事（ビジネス）」
「退任挨拶」
「元気の出るシャンソン」
「化石燃料の大量消費と環境問題を解決するためのｴﾈﾙｷﾞｰｷｬﾘｱ戦略-水素社会の実現を目指して-」
「私の仕事」
「退任挨拶」
休会
休会
「未定」
～F＆F ﾃﾞｲ～「音楽例会」
「心をつかむ話し方」
現・次年度合同クラブ・アッセンブリー
「新会員スピーチ」
「第 6 回クラブ協議会 次年度のため」
「自宅死の不都合な真実」
「退任挨拶Ⅰ」
「一年を振り返ってⅠ」
「会員増強について」
第 4 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」
「会長・幹事退任挨拶」

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

NHK 制作局 専任部長 山名啓雄氏
津川総合法律事務所 所長 徳島西 RC 会員 津川博昭氏
会員 津田眞由味氏
各担当委員長
日本訳詩家協会理事 水織ゆみ氏
大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 ﾏｲｸﾛ機械科学部門 燃焼工学研究室 教授 赤松史光氏
会員 細谷昌孝氏
会長、副会長、会長エレクト、幹事・理事
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付は平常通り
にしき染色㈱ 代表取締役 日置顕三氏
ﾋﾟｱﾆｽﾄ 黒川春香氏
落語家 桂 塩鯛氏
堀田氏、青山氏、平松氏、中村氏
会員 渡辺康介
理事・役員
理事・役員
地区増強副委員長 石松陽一氏
各担当理事
会長 林 甫氏、幹事 辻井 博氏

＊軽音楽同好会 練習
6/30（金）20：30～22：30「スタジオ 246」

ニコニコ箱・特別寄付 ＜6/6＞
ニコニコ箱

計 61,000 円 累計 2,867,000 円

達成率 95.6％
本日は、よろしくお願いいたします。
京都東山 RAC 串山琴美様
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
吉田（良）君、横井君、今井君、小森君、戸田君
佐貫君、清水君、小山君、中塚君、吉田（武）君
今年度、最後の 6 月になりました。あと少しご協力お
願いします。
渡辺（剛）君
テニス・卓球・バスケ、全国出場です。
奥田君
布施さん、いつもありがとうございます。
竹之内君
内藤さん、先日は本当にありがとうございました。 岸君
小森さん、中塚さん、有難うございました。
村岡君、深海君、山田君
連続 27 年出席自祝。
松井君
連続 5 年出席自祝。
松下君
誕生日自祝。
杉﨑君、安倍君、布施君
主人誕生日自祝。
福川君
結婚記念日自祝。
中西君
ロータリー財団 計 20,000 円
あと少しご協力お願いします。
もう一息、頑張りましょう。
一助に。

米山記念奨学会

累計 1,330,400 円

達成率 88.7％
渡辺（剛）君
中村（弘）君
郡君

計 35,000 円 累計 1,209,000 円

達成率 80.6％
一助に。 植野君、清水君、福川君、茂山君、安倍君
希望の風奨学金

計 31,000 円

累計 400,000 円

達成率 100％
やっと 6 月、あと少し頑張りましょう。
中村（弘）君、小山君、中川君、中西君、安倍君

