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「驥尾(きび)に付して」 
 

幹事 吉田 武雄 
 

これより１年の間、幹事の大役を務めさせて頂き

ます。 

小野会長・薮下副会長という盤石な体制をベテラ

ンドライバーに例えると、握られたハンドル（私）

はまるでドーナッツのようで、小さく扱いにくく頼

りない。何故こんな経験不足で知識も劣る、しかも

若々しくもなく覇気もない会員に白羽の矢が立っ

たのか。 

 昨年 延べ三日と半日をかけて２１時限のセッショ

ンを受講したＲ.Ｌ.Ｉでは、毎回３０名ほどのロータ

リアンと意見交換を致しましたが、私よりもロータ

リー歴の浅い方はいらっしゃいませんでした。「よ

くこんな所に紛れ込んだものだ」と毎時限のように

頭を抱えておりましたが、今もその時のような感覚

です。 

 しかし矢をかわせなかった以上、いつまでもそん

な気持ちでいたのでは小野会長には勿論のこと理

事役員をお引き受け頂いた皆様に申し訳が立たな

い。そう思い始めた頃、テレビでは「いつやるの？

今でしょ！」のフレーズが連呼されておりました。 

 昨年の流行語大賞に選ばれた後は、時折耳にする

程度になってしまった決めゼリフですが、私の中で

はもう１年流行させておこうと思っております。 

 冒頭に掲げた「驥(き)」とは、１日に千里を走る

という名馬のこと。１日かけてもほんの少しの距離

しか飛べない蠅が、その名馬の尾にくっついて千里

の先へ移動する様を表しています。「そうであって

はいけない」と結ぶべきか、「能力のなさを補って、

更に先へと進む(ある種の貪欲さ)を良し」と評価す

るか。 

いずれにしてもこの１年、粉骨砕身して職責を果

たしてまいりますので、何卒宜しくご協力ご寛恕賜

りますようお願いします。

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」 S.A.A. 森里秀夫君 

 親睦活動委員長 小森直之君 

 ﾛ—ﾀﾘ—情報委員長 中村翠嵐君 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

クラブ・アッセンブリー ～ガバナー公式訪問準備～ 

 ２Ｆ「山城の間」 

前回例会報告 
会員数 77（31）名 出席者 51（22）名 ビジター 0名 
 ( )は出席率除外会員 出席率 75.0％ ゲスト 1名 
第 2246回出席率 94.12％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

＊次週７月２２日（火）は休会です。ご注意ください！ 

次回の例会 ７月２９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」 

Ｒ.Ｉ.第２６５０地区ガバナー 北河原 公敬氏 

次回の会合 
－クラブ協議会－ 例会終了後 東館２Ｆ「山城の間」 

２０１４年７月１５日 第２２４９回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－３ 

愉しもうロータリータイム（機会）  

育もうロータリーハート（精神） 

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

Kanazawaminami 
 

２０１４－１５年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

 

第 2650 地区ガバナー 

北河原 公敬 

会長(理事) ·········· 小野 富造 
会長エレクト(理事) ··· 岩橋 忠昭 
直前会長(理事) ····· 杉﨑 則夫 
副会長(理事) ········ 薮下 清三 
幹事(理事) ·········· 吉田 武雄 
クラブ管理(理事) ···· 渡辺 剛士 

(理事) ··· 横尾 浩志 
広報(理事) ·········· 川勝 裕之 
会員増強(理事) ····· 平野 俊雄 
 

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 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 福留 幸一 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事) ···· 中村 翠嵐 
親睦活動(理事) ····· 小森 直之 
Ｓ．Ａ．Ａ．(理事) ····· 森里 秀夫 
職業奉仕(役員) ····· 岸  弘祐 
社会奉仕(役員) ····· 坂田  均 
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ··· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 竹之内米貴 

副幹事 ········· 郡  正樹 
副幹事 ········· 上村 承生 
副幹事 ········· 松下 明史 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松井 信五 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村田 好謙 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中島 陽子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 佐々木虚室 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 橋本 幸司 
副会計 ········· 山本 眞也 



 

 

幹 事 報 告  
■本日はガバナー公式訪問準備のアッセンブリー 

２９日（火）のガバナーが公式訪問に備え、準備の為

のアッセンブリー（リハーサル）を例会終了後に開催致

します。今年度から当日と同じ会場で行います。引き続

き２Ｆ「山城の間」へ移動いただき、ご参加ください。 

■公式訪問報告書配布 

「北河原公敬ガバナー公式訪問に際しての報告書」

と当日のスケジュール表をお配りしています。 

■「クラブ定款・細則・内規・会計処理要項 

2014 年５月改正版」配布 

前年度５月１７日開催のクラブ・アッセンブリーにおい

て改正されたクラブ定款・細則の改正版をお配りしてい

ます。改正箇所の抜粋を添えています。 

■地区青少年グループ会議 

１９日（土）１３:００～「京都ホテルオークラ」に於いて

開催され、中塚青少年奉仕委員長、岡武ローターアク

ト委員長、木村（安）インターアクト委員長、福留地区イ

ンターアクト委員が出席されます。ごくろうさまです。 

■インターアクト夏期研修団結式並びに事前研修会 

２０日（日）１３:００～「ザ・パレスサイドホテル」に於い

て開催され、東山高校ＩＡＣから参加者の成瀬太賀君と

中井智滉君、奥田校長先生、木村（安）インターアクト

委員長、福留地区インターアクト委員が出席されます。 

なお、夏期研修（カンボジア）へは８月３日（日）出発。

８日（金）までの５泊６日間、異文化交流を通して国際

理解を深めます。地区委員として福留会員も同行され

ます。ごくろうさまです。 

■〈京都ブロック〉米山奨学生集会 

２６日（土）１４:００～「からすま京都ホテル」に於いて

開催され、張 静楠さんと安澤カウンセラー、岩橋地区

米山委員が出席されます。ごくろうさまです。 

■ロータリー･リーダーシップ研究会パートⅠ 

２７日（日）９:４０～「京都文教学園」に於いて開催さ

れ、小森会員、森里会員が出席されます。ごくろうさま

です。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  

【７/８（火）例会】 小野会長、岩橋会長ｴﾚｸﾄ、吉田幹

事、岡武ＲＡ委員長、中村（吉）同副委員長、山本・井

上（正）・村岡・福川同委員と、小森・清水・竹之内・関

根・谷口会員が出席されました。ごくろうさまでした。 

＊お知らせ＊  次週、２２日（火）のアクトの例会は

「ゾーン代表公式訪問例会」です。ご都合のつかれる

方は、ご参加お願い致します。準備の都合上、事前に

ご連絡をお願いします。 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜7/8＞ 

ロータリー財団 計 20,000円 累計 60,000円 

嬉しいことがありまして。 川中君 

一助に。 井上（武）君 

米山記念奨学会 計 10,000円 累計 80,000円 

一助に。 井上（武）君 

ニ コ ニ コ 箱 計 69,000円 累計 204,000円 

今月お祝いの皆さま、おめでとうございます。 

 佐貫君、清水君、小山君、柴田君、小野君 

  

１００％出席自祝。 中島君、小林君、渡辺君 

誕生日自祝。 小森君、松下君、大藤君 

夫人誕生日自祝。 吉田（武）君、松井君、中村（弘）君 

結婚記念日自祝。 松下君、橋本君 

小野内閣を祝して。 大木（博）君、井上（勝）君 

竹本さん、警察庁長官賞受賞おめでとうございます。 

 磯田君、渡辺君、本田君 

川中さん、消防功労賞、総務大臣表彰受賞おめでとう

ございます。  

川中様、先日は有難度う御座居ました。 薮下君 

佐々木・橋本両副Ｓ.Ａ.Ａ.様、先週はタクトを振ってい

る姿を思いっきり笑いながら見届けて頂きましてありが

とうございました。 村田（好）君 

７/１６ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「今年度の活動方針」 クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕各委員長、国際奉仕副委員長 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「私のロータリー観と会員増強」 地区ガバナー補佐、京都西ＲＣ会員 森田惠三氏 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「創立２６周年記念例会」 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「会員スピーチ」 山本隆嗣氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「就任挨拶」   Ｓ.Ａ.Ａ. 大友義博氏、 「ＲＹＬＡ報告」 ＲＹＬＡ受講者 水島芳将氏 

７/１７ 

 

京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「対談」 日本中央競馬会 騎手 武 豊氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「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 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ ―休会― ＊ビジター受付はございません 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「温故知新」 宇治市 浄土宗 因性寺 住職 武田和清氏 
 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※ 「口腔がんについて」 大阪医科大学 口腔外科学教授 植野高章氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「新入会員スピーチ」 玉垣 栄氏、三上靖宏氏、市川幸恵氏、古田昭彦氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度活動方針」 職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕各委員長 

７/１８ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「日本・スイス国交樹立１５０周年を記念して、そして東日本の復興と新しい出発のために」 スイス・ロマンド弦楽四重奏団 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「会員懇親会」（例会日時・場所臨時変更） ＊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」 

 

  

７/２１ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H ―祝日休会― 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ―祝日休会― 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ ―祝日休会― 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H 

★ 

―祝日休会― 
７/２２ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「アメリカ銃社会の実態」 大阪大学非常勤講師 アダムキャット氏、 「ﾛｰﾀﾘｰ国際親善大使として得たもの」 ＲＩ２０１２‐１３年度国際親善奨学生 宮坂真依子氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「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 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「ハワイアン音楽とフラダンス」 パブダンケ 野口徳治氏、コティーエレガントフラスタジオ主宰 小寺幸枝様 

 例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 ✑例会変更✑ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付平常通り：23(水)嵯峨野、24(木)ﾓｰﾆﾝｸﾞ・西山、 受付なし：23(水)朱雀、24(木)さくら 

 

 


