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グリーンはクラブカラー 

 

「ピサの斜塔」 

会長 杉﨑 則夫 

 一年間、会員の皆様の御協力を得まして、会長

としての任務をどうにか果たせそうな時になりま

した。心より感謝申し上げます。当初 会長に任命

されました時は、私自身も不安でしたが、それ以上

に会員の皆様方も憂慮されたのではないかと思い 

ます。例えればイタリアのピサの斜塔のような有様

で何時倒れるのかなと、心配されたと思います。 

しかし、私の傾いた塔はいたしかたないのですが、

基礎の部分、すなわち幹事、副会長、理事、各委員

会の方々がこの斜塔を何とか倒れないようにと必

死に支えて下さったお陰で、一年間倒れずにすんだ

というのが、いつわらざる真実です。 

 今年度は、文化・芸術の向上という事をスロー

ガンにしてまいりました。色々な行事、分野の違っ

た方々のスピーチと会長挨拶等を通じて幾ばくか

の向上はなされた様に思いますが、私自身の未熟さ、

また一年間という短い期間でどこまで達成された

かは、甚だ疑問が残っております。今後は会員の皆

様方が、この一年間の行事等により触発されて御自

身で文化・芸術の向上に励んでいただければ幸いだ

と思っております。 

 再度 皆々様、この一年間本当にありがとうご

ざいました。心底より感謝申し上げます。

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 最終例会 

開会点鐘 〔１２：３０〕 
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 
－最終例会－ 
「退任挨拶」 会 長 杉﨑則夫君 
 副会長 渡辺剛士君 
 幹 事 坂田 均君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
次年度情報集会ﾘ—ﾀﾞ—会議 １８：００〜「キャメロン」 
京都東山ＲＡＣ－やれやれ例会－ 
 １９：３０～「京都タワーホテル」 

 

前回例会報告 
会員数 82（33）名 出席者 60（20）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 88.24％ ゲスト 0名 
第 2243回出席率 97.22％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 ７月 １日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－新年度初例会－ 

「就任挨拶」 会 長 小野富造君 

 副会長 薮下清三君 

 幹 事 吉田武雄君 

次週の会合 

第１回ﾛ—ﾀﾘ—ｲﾝﾌｫﾒ—ｼｮﾝ １１：００〜「千草の間１」 

第１回定例理事・役員会 例会終了後「平安の間」 

２０１４年６月２４日 第２２４６回例会 WEEKLY BULLETIN ４６－４５ 

 

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 – 

 



 

 

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。ご

活躍いただいた親睦活動委員会の皆様、おつかれさ

までした。 

■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組ホストの京都紫野ＲＣより会長 塚本誠一様、

田中安比呂様、山口琢也様がＰＲ訪問されています。 

■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、 

一年間ご協力賜りまして厚く御礼申し上げます。 

■米山学友会総会並びに新規奨学生歓迎会 

 ２８日（土）１２：００〜「京都市国際交流会館」に於いて

開催されます。米山奨学生の張 静楠さん、森会員、

中塚会員が出席されます。ごくろうさまです。 

■お知らせ 

「ロータリーの行動規範」の改訂ついて 

 「ロータリーの行動規範」は、以前は「ロータリアンの

職業宣言」と呼ばれていたものです。 

今年１月のＲＩ理事会において改訂されましたので、

本日皆様へお配りしています。 

注：「２０１３年手続要覧」（最新版）をお持ちの会員様へ 

同書は上記理事会での改訂前に編集されたため、 

以前の文言が掲載されています（６３頁）。 
 

同 好 会 情 報  

ゴルフ同好会６/２２（日） ９：１５集合 ｢亀岡カントリー｣ 

ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 ７/８（火）１８：００～｢ウェスティン都 H 京都｣ 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜６/１７＞ 

ロータリー財団 計 70,000円 累計 1,478,160円 

１年間ありがとうございました。 坂田君、村田(好)君 

今年一年間、理事・役員の皆様御苦労様でした。私も

ガバナー補佐ようやく一年務めました。ヤレヤレです。 

 中村(翠)君 

会長・幹事初め理事・役員の皆様のご活躍に敬意を 

表して。 小野君 

お世話になります。 横田君 

中塚さんファイト！ 平野君 

一助に。 井川君 

*坂田会員は今回の寄付にて３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 50,000円 累計 1,312,000円 

皆様、１年間ありがとうございました。 坂田君 

今年一年間、理事・役員の皆様御苦労様でした。私も

ガバナー補佐ようやく一年終わりました。ヤレヤレです。

 中村(翠)君 

皆さん、ごくろうさまです。 岩橋君 

一助に!! 奥田君、松下君 

ニ コ ニ コ 箱 計 69,000円 累計 3,032,000円 

今年１年ありがとうございました。 

 京都東山ローターアクトクラブ 大政和美様 

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。 今井君、松井君、川勝君、岸君、鈴木君 

 城山君、渡辺君、岩橋君、吉田(良)君、末松君 

 小山君、今村君、佐貫君、杉﨑君、吉田(武)君 

 柴田君、岩本君、稲本君、中塚君、谷川君 

 松下君、関根君、磯田君、横田君、福川君 

親睦委員会の皆様、本日のヤレヤレご苦労様です。 

 小森君、中村(弘)君 

結婚記念日自祝。 井川君 

ザックジャパン、今度こそ頑張れ！ 川中君、名筋君 

上村さん、中村(吉)さん、ガンバレー！ 村岡君 

１００％出席自祝。 奥田君 

ヤレヤレ。 山中君 

６/２５ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「『一隅を照らす』と『布施の心』」 会長 柏原康夫氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「退任挨拶」会長・幹事・Ｓ.Ａ.Ａ.・会計 （例会時間臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「退任挨拶」 理事・役員 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「ごくろうさん会」（例会日時・場所臨時変更） ＊ビジター受付はございません 

８９ 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「退任挨拶」会長  （例会時間臨時変更） ＊ビジター受付はございません 

６/２６ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「退任挨拶」 S.A.A. 木下公一氏、副会長 中野秀紀氏・天野亮氏、幹事 木下博史氏、会長 中村恵行氏  
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「退任の挨拶」 会長、副会長、幹事、理事・役員 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「退任挨拶」 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「やれやれ会」（例会時間・場所臨時変更） ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「第６回クラブ協議会、次年度第１回クラブ協議会」 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「理事・役員退任挨拶Ⅱ」 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「退任挨拶」 会長 小林久雄氏、副会長 伊藤義浩氏、幹事 岩村眞樹雄氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「最終例会を迎えて（退任挨拶）」 会長 井澤 豊氏、幹事 越川哲也氏 

６/２７ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「退任挨拶」 会長、副会長、幹事、会計、S.A.A. 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「会長・幹事退任挨拶」 会長 木下博之氏、幹事 西村尚三氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「会長・幹事退任挨拶」 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「退任挨拶」 

６/３０ 

 

京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「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 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「退任挨拶」 会長、理事・役員 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「一年を振り返ってⅡ」 会長・幹事 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

「やれやれ会」（例会場所臨時変更） ＊ビジター受付はございません 
７/１ 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「就任挨拶」 役員・理事 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「就任挨拶」 会長 半井隆利氏、副会長 大藤 忠氏、幹事 小西規之氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「初例会～会長・幹事就任挨拶～」 会長 山本康裕氏、幹事 辻 宗和氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30  



 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

７月 の プ ロ グ ラ ム  
 
 
 １日（火） −初例会− 

「就任挨拶」 会 長 小野富造君 

 副会長 薮下清三君 

 幹 事 吉田武雄君 
 
 
 ８日（火） −クラブ・デー− 

 
１５日（火） 「就任挨拶」 Ｓ.Ａ.Ａ. 森里 秀夫君 

 親睦活動委員長 小森 直之君 

 ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長 中村 翠嵐君 

＜ライトランチ＞ 

クラブ・アッセンブリー ～ガバナー公式訪問準備～ 
 
 
２２日（火） −休会− 
 
 
２９日（火） −ガバナー公式訪問− 

「ガバナー公式訪問所感」  
Ｒ.Ｉ.第 2650地区ガバナー 北河原 公敬氏 

クラブ・アッセンブリー ～クラブ協議会～ 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

～６月のスナップより～ 

6/3（火）クラブ・デー 

今月のお祝い  

おめでとうございます！ 

6/10（火）～DVD鑑賞～ 

「日本画家 南正文先生を偲んで」 

6/17（火） ～ヤレヤレ会～ 

17：30～ 於「葵殿」 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一年間おつかれさまでした！ 


