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京都東山ロータリークラブ
会長テーマ

～ 奉 仕 の 心 を 大 切 に ～奉仕を通じてロータリーを楽しもう

MEETING ON TUESDAY 12:30 THE WESTIN MIYAKO KYOTO

Sister Club：Hsin-Chu,Taiwan＆Kanazawaminami

2017 年 6 月 27 日 第 2385 回例会 Weekly Bulletin №49-48
我がクラブの最大の問題は会員増強で
す。この問題は私にとって最大の弱点です
が、会長である限り避けては通れません。
会員増強理事の本田さんや会員の皆さんの
協力を頂き、将来有望な会員も入会いただ
きましたが、退会者も多く、このような結
果になって本当に申し訳ありません。会員
増強はこれからも続くクラブの課題ですの
で、私も含め皆さんお一人お一人が仲間を
連れて来ていただけるようお願いいたしま
す。
また今年のテーマとして「奉仕の心を大
切に」ということで、ロータリー財団のグ
ローバル補助金事業をどうしても実現した

「退任挨拶」
会長

渡辺 剛士

２０１４年の９月に会長の指名を受けて
から、ほぼ３年弱長かった時間が過ぎようと
しています。我がクラブでは、会長の順番は
ロータリー歴と年齢を考えて指名委員会が
ほぼ順番に指名するようになっています。こ
の順番を違えますと後々問題が起きてきま
す。したがって私のようなものでも順番とい
うことで、不本意ではありますがお引き受け
した次第です。お引き受けしたからには、十
分に役目を果たさなければならないのです
が、なかなかそう簡単には行きません。

（裏面に続く）
-ロータリー親睦活動月間-

前回例会報告

本日の例会 最終例会
開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ それでこそロータリー
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
「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
閉会点鐘
〔１３：３０〕

今週の会合
京都東山 RAC「やれやれ例会」

19：30～「キャメロン」

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

会員数 72（23）名 出席者 52（14）名
ビジター 0 名
出席率 82.5％
ゲスト
1名
第 2381 出席率 88.89％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ７月４日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」
-新年度初例会「就任挨拶」

副会長 坂田
均君
幹 事 中塚
浩君
中村 翠嵐君
岡武 和暁君
次週の会合 ７月４日（火）
第 1 回定例理事・役員会
例会終了後「平安の間」

“未来に繋がる
“未来に繋がる

剛士
直之
忠昭
弘吉
泰博
信五
均
安輝
修造

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
明史

””

２８０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
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かったのですが。諸事情により断念せざるを
えなくなりました。なかなか人生と一緒で思
うようにはならないものです。
私は会長挨拶でよくロータリーの歴史につ
いてお話をさせていただきました。ロータリ
ーの設立当初、シカゴクラブでは大多数の会
員は親睦だけの仲良しクラブであるべきだと
主張していました。しかしポール・ハリスは
世のため、人のための奉仕を提唱していまし
た。その後ロータリーは親睦と奉仕は表裏一
体の関係にありどちらも大切だということに
なりました。ロータリー財団ではアーチ・ク
ランフが「社会に何かいいことをしよう」と
提案され、基金を作り、今日まで大きな成果
をあげています。
私たち京都東山ロータリークラブの皆さん
も親睦の大切さを大事にして、社会への奉仕
の心を持ち続け実行していただきたいと思い
ます。会員の皆様、最後までお支えいただい
てありがとうございました。

■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、この一
年間大変お世話になりました。心より御礼申し上げま
す。
■「定款・細則・内規・会計処理要項」2017 年改正版
本日受付にて「定款・細則・内規・会計処理要項」2017
年改正版をお配りしております。例会時には携行され、
大事に取り扱われますようお願いいたします。
■次年度

納涼家族会ご案内
本日、8/19（土）に開催する「納涼家族例会」のご案内
をお配りしております。多数の皆様のご参加をお待ちし
ております。お申し込みは 8/1（火）までに親睦活動委
員会または事務局までお願い致します。
－納涼家族例会－
日 時 2017 年 8 月 19 日（土）
集 合 8 時 45 分（ウェスティン都ホテル西館玄関前）
目的地 ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市細川町垂穂 894-60）
■ソング伴奏・BGM

演奏 伊藤熙子さん
例会ソングの伴奏と会食中の BGM をエレクトーンで演
奏していただいていました伊藤熙子さんは本日の例会
が最後の演奏となりました。京都山科ロータリークラブ
の時代から今日に至るまでの長きにわたり、大変お世
話になり、ありがとうございました。これからもどうぞお元
気でお過ごしください。

同好会情報
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。
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＊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
＊軽音楽同好会 練習
6/30（金） 7/11（火） 7/25（火）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」
京都ロータリークラブ会長 松浦俊海氏
＊ビジター受付は平常通り
理事・役員
＊ビジター受付はございません
＊ビジター受付はございません
会長、副会長、幹事
会長、副会長、幹事、理事・役員

「退任挨拶」
例会変更
例会変更
「退任挨拶②」
「退任の挨拶」
「退任挨拶」
例会臨時変更
＊ビジター受付は平常通り
次年度第 1 回クラブ協議会
第 5 回クラブ協議会「退任挨拶」
理事・役員、地区出向者
休会
＊ビジター受付はございません
「最終例会を迎えて（退任挨拶）」
会長、幹事
-年度最終例会-「退任挨拶」
会長・副会長・幹事・会計・S.A.A.
～会長・幹事退任挨拶～
松田会長・原（裕）幹事
「退任挨拶」
会長、幹事
「退任挨拶」
会長、副会長、会計、SAA、幹事
「就任挨拶」
会長、会長エレクト、副会長、幹事、理事、会計、会場監督
「就任挨拶Ⅰ」
会長、幹事
「新年度を迎えてⅠ」
会長、幹事、S.A.A.
新年度理事、役員、所信表明
理事・役員
役員理事就任挨拶
未定
「会長・幹事 就任挨拶」
会長、幹事

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

ニコニコ箱・特別寄付 ＜6/20＞
ニコニコ箱

計 64,000 円 累計 2,984,000 円

達成率 99.5％
親睦活動委員会の皆様、本日のヤレヤレ会ありがとうご
ざいます。吉田（良）君、鈴木君、今井君、木村（安）君
松井君､小山君、中村（弘）君、小森君、村岡君
､西村君、平野君、清水君、中塚君
岡武君、安澤君､吉田（武）君、布施君、安倍君
今年度、お役の方々ありがとうございました。 小林君
例会あと 1 回、よろしくお願いします。
渡辺（剛）君
今年度一年間、おつかれ様でした。 磯田君、横井君
佐貫君、川中君、中川君、山田君、青山君、寄本君
誕生日自祝。
川勝君
結婚記念日自祝。
井川君
ロータリー財団 計 60,000 円

累計 1,505,400 円

達成率 100.36％
一年間お世話になりました。あと 1 回よろしくお願いしま
す。
渡辺（剛）君
渡辺会長、中村（弘）副会長、清水幹事さん、役員の
皆様、一年間御苦労様でした。
中村（翠）君
ヤレヤレ会親睦委員の皆様、お世話さまです。小野君
一助に。
清水君、末松君
親睦のみなさまに感謝！！
平野君
川勝先輩、ありがとうございます。
岡武君
米山記念奨学会

計 75,000 円 累計 1,359,000 円

達成率 90.6％
渡辺会長、中村弘吉副会長、清水幹事、役員の皆様
一年間御苦労様でした。
中村（翠）君
米山 福留委員長、中村（弘）副委員長、一年間ご苦労
様でした。
小山君、中塚君
親睦活動委員会の皆様、本日はお世話になります。
横井君、清水君
あと少し、ご協力お願いします。
渡辺（剛）君
一助に。 末松君、磯田君、杉﨑君、鈴木君、中川君
今回の寄付にて、清水会員は、第 2 回米山功労者マル
チプルになられました。おめでとうございます。
希望の風奨学金

計0円

累計 400,000 円

達成率 100％

6/２0（火）ヤレヤレ会
於： ウェスティン都ホテル京都「葵殿」

７月 のプログラム

７月 ４日（火） 初例会
「就任挨拶」 副会長
幹 事
創立 50 周年記念事業実行委員会 委員長
青少年奉仕委員会 委員長

坂田
均君
中塚
浩君
中村 翠嵐君
岡武 和暁君

７月１１日（火）スピーチ「未 定」
国際ロータリー第 2650 地区 2017-18 年度
ガバナー補佐 京都洛東ロータリークラブ
山口 義治 様
（ライトランチ）
７月１８日（火）クラブ・デー
クラブ・フォーラム
（創立 50 周年記念事業実行委員会）
担当 創立 50 周年記念事業実行委員会委員長
中村 翠嵐君
７月２５日（日）
「ガバナー公式訪問所感」
R.I.第 2650 地区ガバナー田中 誠二 様

