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グリーンはクラブカラー 

 

「ロータリーの良心」 

幹事 坂田 均 

今年度のＲＩ会長ロン・バートン氏の標語は 

「ロータリーを実践し」「みんなに豊かな人生を」 

です。英語では、”Ｅｎｇａｇｅ Ｒｏｔａｒｙ Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ” 

で、少しニュアンスが違いますが、形だけの努力で

なく、真に実践することで、素晴らしい影響を他者

にもたらすことができるという趣旨です。 

 私には他者を変える力はとてもありませんが、 

逆に、今年度が始まってから、会員同志の方々の 

「支えてやろう」という熱い空気をひしひしと感じ

ています。ロータリー歴 16 年にして初めて感じる

空気です。こんな空気が毎年のように漂っていたの

でした。知りませんでした。この善意の塊ともいう

べきものが、ロータリーの良心なのでしょう。この

空気を１年間受け続ければ、私はＣｈａｎｇｅｄ Ｌｉｖｅさ

れてしまうかもしれません。きっと、１年後には、

自分の心のベクトルを他者に向けることの意味を

学ぶことになりそうです。 

 今年度の SAA の平野さんと親睦委員長の森里さ

んは、例会を充実させるために色々な計画を立てて

頂いているようです。世間の荒波から一時遁れて、

良心の漂う空気に躰を浸し、ゆっくりと自分を解放

する。そのような例会を何回かはもちたいものです。 

 会員の皆様、ふつつかですが、１年間よろしくお

願いいたします。 

２０１３－１４年度 

国際ロータリー会長 

ロン D．バートン 

 

第 2650 地区ガバナー 

坂本 克也 

会長(理事) ·········· 杉﨑 則夫 
会長エレクト(理事)··· 小野 富造 
直前会長(理事) ····· 松井 信五 
副会長(理事) ······· 渡辺 剛士 
幹事(理事) ·········· 坂田  均 
クラブ管理(理事) ···· 岩本  一 
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) ··· 塩路  徹 
新世代(理事) ······· 森  俊次 

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 

職業奉仕(理事) ····· 清水 泰博 
国際奉仕(理事) ····· 今村 晋平 
広報(理事) ·········· 吉田 武雄 
会員増強(理事) ····· 横尾 浩志 
ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 井川 正隆 
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 平野 俊雄 
副幹事 ·············· 山本 真也 

副幹事 ·········· 中島 陽子 
副幹事 ·········· 岡武 和暁 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 川勝 裕之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 関根 淳子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 小森 直之 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 中川 公孝 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········ 上村 承生 
副会計 ·········· 郡  正樹 

本日の例会 ライトランチ 

開会点鐘 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪友ら集いて 
会長挨拶 
来客紹介 
幹事報告 
「就任挨拶」 会員増強理事 横尾浩志君 

職業奉仕理事 清水泰博君 
新世代理事 森 俊次君 
広報理事 吉田武雄君 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

国際奉仕委員会 例会終了後「例会場前ロビー」 

親睦活動委員会 例会終了後「例会場前ロビー」 

前回例会報告 
会員数 84（32）名 出席者 66（24）名 ビジター 1名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 86.84％ ゲスト 0名 
第 2201回出席率 100％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 ７月２３日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－ガバナー公式訪問－ 

「ガバナー公式訪問所感」 

ＲＩ第２６５０地区ガバナー 坂本克也氏 

－クラブ協議会－ 例会終了後 東館２Ｆ「山城の間」 

次週の会合 
京都東山ＲＡＣ例会－ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌについて－ 

 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

２０１３年７月１６日 第２２０４回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－３ 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 

Kanazawaminami 
 

地区スローガン 

あなたの善から、 

みんなの善へ 

- from Your Good  

to Our Good – 
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グリーンはクラブカラー 

幹 事 報 告  

■次週はガバナー公式訪問 

先週お配りしました「坂本克也ガバナー公式訪問に

際しての報告書」並びに「スケジュール表」をお忘れな

きようお持ちください。 

ご入会３年未満の会員方は、例会後のクラブ協議会

へ引き続きご出席くださいますようお願いします。 

■納涼家族会ご出欠お尋ね 

８月３日（土）開催の「納涼家族会」のご出欠をお尋

ねしています。お返事がまだの方は、親睦活動委員会

へお知らせください。 

■京都北東 RC 創立 25 周年記念式典・祝宴 

２０日（土）１５：３０～「グランドプリンスホテル京都」に

於いて開催され、杉﨑会長・岡武副幹事、中村(翠)ガ

バナー補佐が出席されます。ごくろうさまです。 

■ロータリーリーダーシップ研究会(ＲＬＩ) 

ディスカッション・リーダー研修 ﾊﾟｰﾄⅠ研修会 

２１日（日）９：４５～「京都文教学園」に於いて開催され、

小野会長エレクト、吉田(武)会員が出席されます。 

尚、ディスカッションリーダーとして中村(翠)会員、岩

橋会員、松井会員が出席されます。ごくろうさまです。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  

【７/９（火）例会】 新年度所信表明例会に、杉﨑会長、

坂田幹事、竹之内ＲＡ委員長、小森同副委員長、安

倍・岡武同委員、岩本・谷川・中村( )会員が出席され

ました。ごくろうさまでした。 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  

【７/１３（土）例会】 杉﨑会長、木村(安)ＩＡ委員長、小

林・今村・城山・松井・布施・奥田同委員、大政ＲＡＣ会

長が出席されました。ごくろうさまでした。 

【７/１４（日）活動】 祇園祭で清掃ボランティア活動を

行いました。インターアクター５名と木村(安)委員長、渡

辺会員が参加されました。暑い中、ごくろうさまでした。 

特別寄付・ニコニコ箱 ＜７/９＞ 

ロータリー財団 計 50,000円 累計 175,000円 

平野会員、川勝会員、おめでとうございます。決勝頑張

って下さい。 佐貫君、中村(弘)君 

一助に。 川勝君、城山君、今村君 

*城山会員は今回の寄付にて７回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊ

ﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。 

米山記念奨学会 計 40,000円 累計 130,000円 

一年間、ご協力よろしくお願いします。 渡辺君 

暑中お見舞い申し上げます。 川中君 

一助に。 城山君、今村君 

ニ コ ニ コ 箱 計 74,000円 累計 293,000円 

今月お祝いの皆様、おめでとうございます。 

 杉﨑君、岡武君、小山君、今村君、今井君 

長い３９年、無事出席できて幸せです。 小林君 

１００％出席自祝。 渡辺君、中島君 

誕生日自祝。 大木(義)君、福川君、大藤君 

 森君、松下君、小森君 

夫人誕生日自祝。 中村(弘)君、吉田(武)君 

結婚記念日自祝。 橋本君、松下君 

理事の皆様、「就任挨拶」スピーチごくろうさまです。 

 井上(勝)君、安倍君、山中君、布施君 

 佐貫君、森里君、関根君、谷川君 

楽しい旅行をしてきました。 城山君 

本日、RAC初例会です。よろしくお願いします。  

 竹之内君 

７/１７ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「今年度の活動方針」 ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長、職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、新世代奉仕委員長 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「３０年を顧みて」 会員 野村義弘氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「創立２５周年記念例会・祝宴」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「会員ｽﾋﾟｰﾁ」 会員 冨士森良輔氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「就任挨拶」    S.A.A.藤田祝子氏、   「ＲＹＬＡ報告」    ＲＹＬＡ受講生 岩崎秀雄君 

７/１８ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「精神筋力の鍛え方」 白石康次郎氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「うちわ職人のひとりごと」 ㈱阿以波 代表取締役 饗庭智之氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「新島八重を育てた会津の教育…なぜ新島襄は八重を伴侶としたのか…」同志社大学社会学部教授 沖田行司氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 新会員ｽﾋﾟｰﾁ「最近のビジネスホテル事情」 川面幸司氏、「３つの坂」 大山直樹氏、「京都ﾌﾟﾘﾝﾄの将来」 浜田智史氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「クラブ・デー 第１回クラブ討論会」 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「会員ｽﾋﾟｰﾁ」 名誉会員 秋元時男氏 
 京 都さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「就任挨拶」 ｸﾗﾌﾞ管理委員長、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長、ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長、米山奨学会委員長、ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度活動方針」 職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、新世代委員長 

７/１９ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ヒト、そしてロータリー：新年度の門出に当って」 会員 左右田健次氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「会員懇親会」（例会日時臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「就任挨拶」 理事・役員 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 第１回クラブ協議会「年間計画について」 会長・幹事 

７/２２ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 新入会員ｽﾋﾟｰﾁ「日本料理は京都生まれ 水に誘われている食文化」 会員 栗栖 基氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「電子書籍と大垣書店の経営戦略」 ㈱大垣書店 代表取締役社長 大垣守弘氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「媚びない『和』と『裏具』」 ㈱グッドマン 裏具プロジェクト 取締役アートディレクター 佐々木まなび様 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「輝く瞳に会いに行こう」 ＲＩ第３３６０地区チェンライＲＣ（タイ王国）2013-14 会長 原田義之氏 
７/２３ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「第２回クラブアッセンブリー ガバナー公式訪問準備」 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「就任挨拶」 各担当理事 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「立命館宇治中学校・高等学校の国際教育について」 立命館宇治中学校・高等学校 校長 チャールズ・フォックス氏 

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30   


