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「平和について思うこと」 

 

国際奉仕副委員長 城山健太郎 

 

２月は世界理解月間です。会報委員長から城山会員

は、多くの国を旅されているので「平和」について

週報に書いていただきたいのですがと依頼されま

した。（女性からの依頼で）断ることが出来ず引き

受けてしまいました。 

私も確かに、旅行で訪れる国は、平和で治安の良い

国を選びます。しかし、最近、旅行に行こうと思う

国々の治安が悪くなってきました。 

 

２１世紀になれば、世界は平和になり、治安も良

くなると期待していましたが、今年はすでに 2015

年、今や世界は混沌とし、戦争とテロの世界になっ

ています。色々原因はあると思いますが、相対的に

米国の力が弱まり、中国、ロシアの力が大きくなっ

た事、そして多くの国々で貧富の差が増大した事、

又、宗教間の対立等々いろいろな原因が考えられま

す。私も色々多くの国を旅しましたが、行く先々の

人々は大変親切で、温かい人々が大多数です。特に、

日本人には友好的です。 

 

 

 

然るに、今の世界情勢は、国対国、宗教対宗教等々、

建前の世界になりますと、特にその時々の指導者の

立場、考え方により、対立がより一層に深まるよう

に思えます。 

 

この様な現在の対立が激しく、先が見えない時代

こそ、草の根の国際親善活動が大切です。我々ロー

タリアンの世界平和への行動、活動は限られますが、

小さな、身近な、国際奉仕に関わり、一歩一歩国際

理解を深めることが大切です。幸い当地区には、

色々な国から、大勢の留学生が生活されています。

留学生を対象とした奉仕活動を推進し、相互理解を

深め、国際親善に役立てていければと思っています。 

当クラブには、国際奉仕活動の予算も十分確保され

ています。これを有効に活用することが、小さな平

和へ繋がることでしょう。 

 

追伸：わたくしは、旅行で訪れた国々で、メイクア

ップをすることがあります。日本のように型にはま

った例会は少なく、ビジターを大切にしてくれます。

多くのロータリアンが話に来てくれます。ロータリ

アンで良かったと思う一時です。 

 

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 ライトランチ 
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 
奨学金授与 
幹事報告 
－国際奉仕フォーラム－ 

 担当：国際奉仕委員長 安澤 英治君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

クラブ・アッセンブリー「中間収支報告」 

本日の会合 
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」 
 

 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 61（22）名 ビジター 0名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 88.4％ ゲスト 0名 

第 2272回出席率 98.46％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

次週の例会 ２月１５日（日） 於：岡崎公園内テント 

-京都マラソン例会- 

集合時間：午前 9時 

集合場所：京都市美術館前  

例 会：午前 10時 30分～ 

 

 

２０１５年２月１０日 第２２７５回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－２９ 

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 
 



 

 

第８回定例理事･役員会議事録〈２/３(火)開催〉 

議  案 

1. 前回議事録承認に関する件 

2. 中間収支報告に関する件 

3. 事業収支報告に関する件 

・ 年忘れ家族会、新入会員・事務局員歓送迎会 

(親睦活動委員会) 

・ 台湾新竹 RC 創立 60 周年記念式典参加訪問 

(姉妹クラブ委員会) 

4. 第 2 回ロータリーサロン(1/27)に関する件 

(ロータリー情報委員会) 

5.  第 4 回京都マラソン(2/15)ボランティア活動に関する件

(京都マラソン委員会) 

6. 後期会長会開催日変更に関する件 : 

(3/17→4/21、例会前) 

7. 50 周年準備検討委員会開催に関する件 : 

(3/17、例会終了後) 

8.  地区大会(4/12)及び金沢南 RC姉妹クラブ提携 40 周 

年記念「観桜会」(4/7～8)に関する件 

9. 3 月プログラムに関する件 

10. その他の事項に関する件 

11. 次回理事・役員会開催日時決定に関する件 

平成 27 年 3 月 3 日(火) 例会終了後 

幹 事 報 告  
■次週は、京都マラソン例会 

集合時間、場所、お間違えのないようお願い致します。

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」。ご協力よろしくお願い致します。 

■第 2650 地区ロータリー・リーダーシップ研究

会（R.L.I）卒後コース 

21（土）13：00～「新京都センタービル」に於いて開催さ

れ、森里会員が参加されます。ごくろうさまです。 

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」 

・そば会 2/17(火) 18:30～「今長」東山大和大路松原西入 

・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 ＜２/３＞ 

ベネファクター基金積立 計 10,000 円／$69 

 累計 80,000 円／$69 

今月のお祝いの皆様おめでとうございます。吉田（武） 

 

米山記念奨学会 計 10,000 円 累計 694,000 円 

一助に。 井上（武） 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 44,000 円 累計 1,988,000円 

今月のお祝いの皆様おめでとうございます。 

  

誕生日自祝。 西村君、小林君 

結婚記念日 1/10。 今井君 

福川さん、保育園移転おめでとうございます。 

 佐貫君、中村（弘）君、山田君、川勝君 

 中西君、村岡君、  

保育園移転しました。これからも頑張ります。 福川君 

東山ロータリーサロンありがとうございました。 中西君 

木村 茂先輩ありがとうございました。 岡武君 

 

２/１１ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 祝日休会 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 祝日休会 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 祝日休会 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 祝日休会 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 祝日休会 

２/１２ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ トンブリ RC及びカンボジア訪問のため休会  ＊ビジター受付は平常通り 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -故 大井武和会員追悼例会-  会員 野沢義忠氏、五十川繁氏、松宮嘉孝氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ クラブ・デー 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「セレモニーとマジック」  会員 北村寿朗氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「二胡演奏」  二胡奏者 尾辻優衣子氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「高齢者の在宅生活の現状～これからの介護予防～」  ㈱ケアフォート 代表取締役社長/（一財）京都保健鍼灸マッサージ師会 会長 村山智幸氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「里親制度について」  里親サポートセンター青い鳥 チーフ 西村孝子氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「マカオ RC訪問報告」  マカオ RC 訪問参加会員 

２/１３ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「京都府警察における女性施策の推進について」  京都府警察本部地域部鉄道警察隊 隊長 京都府警視 小山雅子氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～新会員スピーチ～  「半生を振り返る」 永原章之氏、「自己紹介（私と社業について）」 木村元彦氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「未定」 西日本高速道路株式会社 監査役 上村多恵子氏  
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H （節食例会）「日本の古地図」  京都府立大学 准教授 上杉和史氏 

２/１６ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「米山奨学生のカウンセラーを受け持って」  会員 石田公和氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「熊野の筆から世界の筆へ」  ㈱白鳳堂 広報宣伝部長兼雑誌「ふでばこ」編集人 越田 昇氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「少年Ｋの犯罪」  京都拘置所教戒師 学校法人ほとけのこ学園理事 京都府日蓮宗布教教師会会長 大西秀樹氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 指定休会日  ＊ビジター受付はございません 

２/１７ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「二胡演奏」  二胡奏者 尾辻優衣子氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「紙・絹 文化財保存修理」  株式会社藤岡光影堂 代表取締役 京都北ＲＣ会員 藤岡春樹氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「日本の美意識を京都から世界へ」  青山ビューティー学院高等部東京校・京都校 両校長、フロムメイクアップアカデミー校長、美容家 小林照子氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


