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のグローバル基金の活用の段になると、国
民性の違いなのか、先方の個人の性格なの
か、連絡が延々として進まず中止を余儀な
くされました。折角、地区財団との交渉が
整いかけていましたので、対象をネパール
に切り替えて試みましたが、如何にせん準
備不足と諸事情により、これも断念せざる
を得ませんでした。
今になって思えば、我々はまだ対面の交
渉事には慣れているが、ネット上で進める
事業に馴染めなかったのも一因ではと。
我々の現状の体質では時期尚早だったのか
とも。もう一つは、予算作成時に会費の値
上げに踏み切れず、執行に際し、清水幹事

「退任挨拶」
副会長

中村

弘吉

副会長を拝命して一年半余り、待ちに待っ
たヤレヤレ会の時期がやって来ました。務め
は終わりに近づきましたが、任は果たせたの
か甚だ疑問です。今年度を振り返り、心残り
な事が二つあります。
一つは、渡辺会長が長い間温めてこられた
インド医療ミッションが頓挫した事です。
会長の同級生の友人がマザー・テレサの下で
活動されていて、会長は、インドの無医村の
貧しい人達に、医療の援助が出来ないものか
と進めて来られました。しかし、いざ財団

（裏面に続く）
-ロータリー親睦活動月間-

本日の例会

前回例会報告

ヤレヤレ例会

開会点鐘
ロータリーソング♪ 四つのテスト
会長挨拶
幹事報告
閉会点鐘
-ヤレヤレ会‐

〔１７：３０〕

会員数 72（23）名 出席者 47（10）名
ビジター 3 名
出席率 79.6％
ゲスト
2名
第 2380 出席率 90.48％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ６月２７日（火）

於：東館４Ｆ「葵殿」

-最終例会-「退任挨拶」
会 長 渡辺 剛士君
副会長 中村 弘吉君
幹 事 清水 泰博君

〔１８：００〕

次週の会合

６月２７日（火）
京都東山 RAC「ヤレヤレ例会」
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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

“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

清三
富造
裕之
武雄
俊雄
浩
英治
正樹
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19：30～「キャメロン」

２８７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

と松下会計には随分苦労を掛けてしまいまし
た。また、親睦出席委員会がその皺寄せを諸
に被り、川勝委員長には事業毎に、最後の最
後、ヤレヤレ会まで事業予算捻出に頭を悩ま
せ乗り切っていただきました。
こうして顧みると、副会長として会長を支
える事は何も出来なかったと反省しています。
このような私を任命して頂いた渡辺会長、と
もに頑張った清水幹事はじめ理事、役員、委
員長の皆様に感謝いたします。次年度は、い
よいよ 50 周年、東山ロータリークラブ伝統の
一致団結で楽しく迎えましょう。

TEL ０７５－８７２－０１０１
FAX ０７５－８７２－０１０３
＊事務局に変更はございません。

同好会情報
＊野球同好会
6/20（火） 練習 12：00-14：00「岡崎グランド」
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
＊軽音楽同好会 練習
6/30（金）20：30～22：30「スタジオ 246」
＊ロータリーほろにが会
7/11（火）18：00～「京都東急ホテル」

ニコニコ箱・特別寄付 ＜6/13＞
ニコニコ箱

幹事報告
■ 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。
■ お知らせ

＊京都西北ロータリークラブより
次年度より例会開催を変更します。また、9 月には例会
場を移転致します。
《例会開催日》 定款第８条第１節(ｃ)により、その週に祝
日が含まれる場合は休会（但し例外もあり）
※例会日は変更なし（水曜日 12:30～13:30）
《例会場移転》 ２０１７年９月１３日（2000 回例会）より
（但し、2000 回記念例会は日時変更予定）
場 所 ： 〒616-8385
京都市右京区嵯峨天龍寺芒の馬場町１２
『翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都』
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「ラクビーと夢」
6/21 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん 「退任挨拶」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

6/22
（木）

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

6/23
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

6/26
（月）
6/27
（火）

東
見
西
竹
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
京都洛中
京都洛南
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計 53,000 円 累計 2,920,000 円

達成率 97.3％
渡辺会長を初め、東山ロータリークラブの皆様、お世
話になっています。
京都ロータリークラブ 佐竹力總様
ぜひとも IM へお越しくださいませ。
京都洛中ロータリークラブ 武部 宏様、野崎智之様
檀野晴一様、藤井 透様、本日スピーチありがとうござ
います。
吉田（良）君、今井君、佐貫君、小山君
渡辺（剛）君、清水君、安澤君
小森君、上村君、山田君
久し振りにて出席させて頂きました。
鈴木君
東山高校バレーボール劇的な逆転勝利祝ウ。
村岡君、茂山君、布施君
中塚さん、カラオケは負けたけれど、大変楽しかったで
す。お世話になりありがとうございました。
清水君
誕生日自祝。
薮下君
結婚自祝。
薮下君、関根君、寄本君
関西ラクビー協会 会長 大阪体育大学 名誉教授 坂田好弘氏
理事・役員
理事・役員
会員 中西 眞氏
会長、幹事
＊ビジター受付は平常通り
公益財団法人京都伝統産業交流センター 京都伝統産業ふれあい館 館長 特任教授 八田誠治氏
日本経済新聞社京都支社長 京都 RC 会員 金丸泰輔氏

「退任挨拶」
「よもやま話」
「退任挨拶」
夜間例会のため例会時間変更
「あらたまって京都の伝統産業とは？（74 品目の匠の技）」
「日経新聞『私の履歴書』の裏側」
「スーパーサーズデー」
クラブ・デー 第 6 回クラブ協議会
「ｌoT ベンチャーで日本産業を活性化」
㈱Darma Tech Labs 代表取締役 牧野成将氏
「退任の挨拶」
会長、副会長、幹事
休会
＊ビジター受付は平常通り
「園長先生は 108 歳！」
写真家 榎並悦子氏
理事・役員退任挨拶 16-17 年度理事・役員
「退任挨拶」
理事・役員
「神護寺創成期の歴史と文化財」
神護寺貫主 谷内弘照氏
「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
「退任挨拶Ⅱ」
会長・幹事
「一年を振り返ってⅡ」
会長・幹事
-ヨレヨレ会役員退任挨拶
「退任挨拶」
会長、副会長、幹事
例会臨時変更
＊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

夫人誕生日自祝。
主人誕生日自祝。

竹之内君
関根君

ロータリー財団 計 115,000 円

累計 1,445,400 円

達成率 96.4％
あと少しご協力お願いします。
渡辺（剛）君
戸田先輩先日はありがとうございました！
岡武君
井上正博さん、ゴルフ同好会一年間おつかれさまでし
た。
中村（弘）君、平野君、村岡君
深海さん、お世話になります。
福留君
一助に。
坂田君、小林君、清水君、安澤君
薮下君、中川君、井上（正）君

米山記念奨学会

計 75,000 円 累計 1,284,000 円

達成率 85.6％
皆様、あと少しご協力お願いします。
渡辺（剛）君
檀野先生、藤井先生、お久しぶりです。
松井君
幹事会参加の皆様、おつかれ様でした。
中塚君
福留先生、参りました！
深海君
一助に。
井上（武）君、坂田君、安澤君、郡君
希望の風奨学金

計0円

累計 400,000 円

達成率 100％

