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「世界理解月間によせて」 

      国際奉仕委員長 安澤 英治 

「世界理解月間」と言うテーマを頂きました。あ

まりに大きな話題で戸惑っています。何ごとであれ

物事を理解することは大変難しいことです。それが

世界に関することであればなおさらのことです。 

現在世界にはたくさんの国がありそれぞれ独自

の風俗、習慣、言語の下に生活しておられます。何

代か前の米山奨学生さんがこんな話を残して行か

れました。「犬は喜んでいるときしっぽを振る。猫

は怒っているときしっぽを立てる。外見から判断す

ると正反対になってしまう」。詳しいことは分かり

ませんが何日か前にパリで銃の乱射事件が発生し、

これをきっかけに何百人の抗議デモに発展しまし

た。また世界には未だに各地に紛争が続いています。 

 

これは地震のような自然災害ではなく人類の未熟

によるものと思われます。人間の知恵による解決が

強く望まれるところです。事はそんなに簡単なもの

ではないかもしれませんが、お互いの理解、思いや

りがあれば防げたものもあるかも知れません。先ず

相手の風俗、習慣を知ることが大切なのではないで

しょうか。 

そこで 2 月 10 日（火）開催のフォーラムにおい

て米山奨学生の張 静楠さんに中国の日常につい

て様々な素朴な疑問を尋ねることにより、少しでも

異文化についての考え方や生活方式について学び

たいと思っています。国際奉仕委員会として国際理

解の一助になれば幸甚です。当日はどうか色々なご

質問を頂きますようよろしくお願い致します。 

 

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 

-世界理解月間- 

本日の例会 クラブ・デー 

開会点鐘 〔１２：３０〕 

君が代斉唱 

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 

奨学金授与 

幹事報告 

今月のお祝い 

閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第８回定例理事・役員会  例会終了後「竹の間」 

 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 49（17）名 ビジター 1名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 76.6％ ゲスト 1名 

第 2271回出席率 97.22％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 
次週の例会 ２月１０日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－国際奉仕フォーラム－ 

担当：国際奉仕委員長 安澤 英治君 

クラブ・アッセンブリー/中間収支報告 〈ﾗｲﾄﾗﾝﾁ〉 

次週の会合 
第３回次年度理事・役員会 例会終了後「平安の間」 

RAC ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話 福留会員 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

 

２０１５年２月３日 第２２７４回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－２８ 

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 
 



 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続７年間 平野君 

❁誕生日 

西村(孝)君１日  小林君 １６日 

谷川君 ２６日  

❁夫人誕生日 

井川君夫人 真奈さん ２日 

平岡君夫人 千里さん １１日 

山本君夫人 弘枝さん １４日 

村岡君夫人 恵子さん ２１日 

❁結婚記念日 

木村(安)君２日 井上(正)君２日 川中君 ３日 

戸田君 ３日   平岡君１３日   

 
幹 事 報 告  

■国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区京都市域第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ会員

増強地域別会議 

7（土）13:00～「ＡＮＡクラウンプラザホテル京都」に於

いて開催され、平野会員増強委員長、奥田会員、山田

会員、吉田幹事が出席されます。ごくろうさまです。  
 

■「世界理解月間 留学生を囲む会」京都北 RC 主催 

7（土）16:30～「かがり火（東山区）」に於いて開催され、 

安澤国際奉仕委員長、米山奨学生張 静楠さんが参

加されます。ごくろうさまです。 

 
■インターアクト提唱クラブ委員長並びに顧問会議 

8（日）14：00～「新京都センタービル」に於いて開催さ

れ、木村（安）ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員長が出席されます。ごくろ

うさまです。 
 

■確定申告用寄附金領収書 

昨年一年間の、ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会へのご寄付に

対し、確定申告用の領収書が届きました。本日該当の

会員様のポストへお配りしています。 

 

■「京都マラソン」スタッフウェア配布 

本日、京都マラソンのスタッフウェア一式とボランティア

マニュアルを配布しています。当日は、9：00集合「京都

市美術館前」、10：30（予定）～例会「岡崎公園内テン

ト」、15：30（予定）～慰労会「ザ・ガーデン岡崎」を行い

ます。ご協力よろしくお願い致します。 

同 好 会 情 報  
・野球同好会 

2/14（土） 練習試合 14：00～「勧修寺公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ」 

2/21（土） 開会式 8：40～、ガバナー杯 1回戦（vs洛中

RC）10：20～「岡崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ」 

・スキー同好会 

3/6（金）-8（日）乗鞍高原スキー場「休暇村乗鞍高原」 

・ゴルフ同好会 

3/1（日）洛東 RC様との合同ゴルフコンペ「比良ゴルフ倶楽部」 

・ロータリーほろにが会 2/10（火）18：00～「中国料理 桂心」 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜1/27＞ 

ロータリー財団 計 15,000 円 累計 834,560円 

ロータリー財団協力会より。            山田君 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 31,000 円 累計 1,944,000 円 

重森三果様、本日スピーチありがとうございます。 

 今井君、小野君、吉田（武）君、中村（翠）君、西尾君 

  

誕生日自祝。 横田君 

家内誕生日自祝。 植野君 

松井さん、先日はお世話になりました。 柴田君 

 

希望の風奨学金 計 7,000 円 累計 190,000 円 

希望の風の一助に。 吉田（良）君、横田君 

 

 

２/４ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピーチ-「京菓子屋の下請け業」  石田宏次氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん →2 日（月）に変更 例会場・時間臨時変更 –京都平安 RC との合同例会-   ＊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 「人と組織の可能性をひらくコーチング」  京都造形芸術大学 教授 本間正人氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「私の職業」  会員 山脇健司氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「信託を使った次世代への継承」  FSC 株式会社 京都営業所 所長 泉谷重治氏 

２/５ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「最高裁判所 裁判官の生活を振り返って」  はばたき綜合法律事務所 特別顧問 田原睦夫氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「『京の酒』の歴史と百薬の長としての楽しみ方」  佐々木酒造㈱ 代表取締役 佐々木 晃氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「心をつかむ色彩のコツ」  株式会社アート・カラー代表 カラーコンサルタント・フォトスタイリスト 能口祥子氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「青少年交換学生について」  会員 藤井正泰氏、柴田正次郎氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H -会員スピーチ-「雑感」 近藤永太郎氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「2015 年経済のゆくえを探る」  ㈱京都総合経済研究所 常務取締役 調査部長 中小企業診断士/C・F・P（日本 FP 協会認定） 森 秀人氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「弁護士よもやま話～国際編～」  国際奉仕委員会 委員長 大森 剛氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「国際奉仕について」  国際奉仕委員長 梶野興三氏 

２/６ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H -世界理解月間スピーチ-「ミャンマーミッション報告～私のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験～」  会員 仲田吉儀氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「茶の湯の春-結び柳のこと-」  武者小路千家第 14 代家元 官休庵理事長 千 宗守氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「未定」例会時間変更  ＊ビジター受付は平常通り 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「日本の防空体制」  川崎重工業㈱航空宇宙ｶﾝﾊﾟﾆｰ 顧問 渡邊至之氏 

２/９ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「人生にセカンドチャンスあり」  樹洩陽舎（こもれびしゃ）舎幹 栖雲深泥氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「未定」 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「老舗問屋が何故生き残れたのか」  近江屋ロープ株式会社 代表取締役社長 野々内達雄氏 

 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 卓話「未定」  会員 岡本繁夫氏 

２/１０ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「故 桂 紹源会員追悼例会」  植松繁一氏、玉城博和氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「私の職業」  RI第 2650 地区職業奉仕委員会委員 会員 藤原敏治氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「未定」  京都パープルサンガ 萩原勝俊氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

 
 

1/13（火） クラブ・デー 
出席１００％ 

お誕生日お祝い 
おめでとうございます。 

 

～１月のスナップ～ 

－歳男放談－ 

岡武 和暁君 

 

祝舞 「初 夢」 

安倍呈風様、安倍壯風様 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1/6（火）新春例会 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1/20（火） 
－ スピーチ － 

京都府保険医協会理事長  
垣田さち子様 

 
1/27（火） 

－ スピーチ － 
「初春を寿ぐ唄によせて」 

重森三果様 

【 お知らせ 】 

野球同好会 ２/２１（土） 
ガバナー杯 1回戦（vs洛中 RC） 

10：20～  


