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「京都マラソン２０１５を迎えて」 

京都マラソン委員長 清水 泰博 

“京都マラソン２０１５” ４回目の開催となる今年も、活

気と感動があふれるフィニッシュ会場にて給水ボランテ

ィアサービスを担当します。 

振り返れば２０１２年に「東日本大震災復興支援」をメ

インコンセプト（今年も同じです）とし、市民マラソン大会

として再び始まったこの大会に於いて 我が京都東山

ロータリークラブがボランティアサービス活動として参加

できるようご尽力いただいた先輩の方々に感謝いたし

ます。 

これまでの３回の開催で既に東京、大阪、那覇に次

ぐ市民マラソン人気第４位となっています。京都ならで

はの観光名所ルートという要素もありますが、我々ボラ 

 

 

ンティアサービスの笑顔や声かけのサポートがとても元

気づけられるとのランナーのご意見が多く、人気を呼ぶ

大きな要因になっているのだそうです。 

今回も約１６，０００人のランナーが厳冬のみやこ路を

自己ベストタイムや完走などそれぞれの目標や想いを

持って走られます。私たちはこれまでにその最後の締

めくくりの「フィニッシュ」の現場でたくさんの感動を与え

ていただきました。 

ランナー、応援者、スタッフ それぞれが主役の大会

です。満足度日本一の大会になりますよう、今年もひと

りひとりのランナーを「おもてなし」の心で温かく迎え、

素晴らしい一日を楽しみましょう。 

 

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 京都マラソン例会 

開会点鐘 〔１０：３０〕 

会長挨拶 

幹事報告 

閉会点鐘  

タイムスケジュール 

１０：３０ 例 会（会場内テント） 

１１：１５ 給水活動開始 

１５：００ 後片付け 

１５：３０ 慰労会 

於:「ザ・ガーデン岡崎」 

 

 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 59（19）名 ビジター 1名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 89.4％ ゲスト 1名 
第 2273回出席率 97.01％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

 

*２月１７日（火）、例会はございません。ご注意ください。 
 

次週の例会 ２月２４日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

－ スピーチ －「司馬さんと京都」 

   産経新聞 論説委員 山上直子様 

次週の会合 
京都東山 RAC ﾛｰﾀﾘｱﾝ卓話 中西敏之会員  

 １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」 

２０１５年２月１５日 第２２７６回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－３０ 

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 
 



 

 

幹 事 報 告  
■本日は京都マラソン例会   

本日は早朝よりご参集いただきありがとうございます。

ボランティア活動終了後、「ザ・ガーデン岡崎」にて打ち

上げ会を開きますので、お時間のゆるすかぎりご参加く

ださい。 

 
■ふれあい“やましな”2015区民ふれあい文化祭

「区民芸能フェア」、第 13回やましな栄誉賞表彰式 

 

 

22（日）10：30～「東部文化会館」に於いて開催され、小

野会長が出席されます。ごくろうさまです。 

■第 1回合同地区委員会及び第 2回地区チーム研

修セミナー 

22（日）12：45～「ホテルグランヴィア京都」に於いて開

催され、本田地区財団資金推進委員会現年度委員長、

井上（武）次年度米山奨学委員が出席されます。ごくろ

うさまです。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【２/３（火）ＲＡＣ理事会】  
岡武ＲＡ委員長、山本同委員が出席されました。ごくろ
うさまでした。 
【２/10（火）ＲＡＣ例会】 
中村（吉）RA副委員長、山本・福川同委員、城山・小森  
・福留・橋本・中川・川勝・関根会員が出席されました。
ごくろうさまでした。 
 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  
本日の京都マラソン給水ボランティアに、成瀬君、広間
君、永井君、太田君、宇野君、宮元君の６名が参加し
ております。 
 

同 好 会 情 報  
・野球同好会 

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 

 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜２/10＞ 

ロータリー財団 計 5,000円 累計 839,560円 

福留先輩、本日のロータアクトでの卓話、よろしくお願い 

します。                        岡武君 

米山記念奨学会 計 15,000円 累計 709,000円 
ありがとうございました。 関根君 

一助に。 吉田（武）君 

ニ コ ニ コ 箱 計 54,000円 累計 2,042,000円 

“国際奉仕フォーラム”担当安澤委員長、本日はごくろ

うさまです。   中村（翠）君、松井君、今井君、竹本君 

  横田君、鈴木君、岩橋君、小坂君、今村君、中塚君 

小山君、布施君、上村君、中西君、小森君、竹之内君 

国際奉仕フォーラムよろしくお願い致します。 安澤君 
中間収支報告アッセンブリーご出席宜しくお願いします。
 小野君 
中村翠嵐会員「瑞宝単光章」受賞おめでとうございます。 

 大木（博）君 

南アフリカはハワイのような気候でした。 城山君 
夫人誕生日自祝。 村岡君、山本君 
結婚記念日自祝。 木村（安）君、井上（正）君 
スキー同好会の皆様、おつかれ様でした。  
 横尾君、郡君 
希望の風奨学金 計 10,000円 累計 200,000円 
一助に。 小森君 
 

２/１8 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した」  認定 NPO 法人テラ・ルネッサンス理事・創設者 鬼丸昌也氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん クラブ・デー 「ロータリー情報部門 第５回クラブ・フォーラム」 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH クラブ・デー 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「生死を分ける 3 分間」～Ｐａｒｔ1～  京都市消防局救急課指導係長 清川智弘氏 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H クラブ・デー 

２/１９ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「フィリピンレイテ島ミッション」  会員 小西清茂氏、猪田浩史氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H -ロータリー創立記念例会-  「土曜例会の変更」 会員 金井塚 修氏、「思いつくまま」 会員 田辺親男氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「呼吸で人生は変わる！奇跡のろっ骨エクササイズ・カキラ」  からだ整美師 伊藤かな子氏 

！」 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「くたばれスキーヤー」  ㈱京都水産 取締役会長・京都東山 RC会員 横尾浩志氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H クラブ・デー 第７回クラブ討論会  
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「能面と私」  能面作家 / 滋賀能楽文化を育てる会 副会長 伊庭貞一氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「第３回クラブ・フォーラム」   
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 仮題「新聞記者が見る日本経済と株価」  日本経済新聞記者 大酒丈典氏 

２/２０ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H -ロータリー創立記念スピーチ- 「ロータリー創立１１０周年 世界理解と平和の日」  会員 三輪泰司氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～国際奉仕クラブ・フォーラム～ 公益財団法人Ｓｃｈｏｏｌ Ａｉｄ Ｊａｐａｎ理事・事務局長 住田平吉氏 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「エクアドルにみるカカオのお話」  ㈱バイカル 代表取締役 京都府洋菓子工業協同組合副理事長 川勝亘晃氏 

 川勝亘晃氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「音楽例会」  ピアニスト 西脇小百合氏 

２/２３ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「秦河勝が建立した広隆寺は教会だった-『聖書の国・日本』ｹﾝ・ｼﾞｮｾﾌ・ｼﾆｱ＆ｼﾞｭﾆｱから-」  ＮＰＯ法人太秦歴史探訪舎理事 米澤正尚氏 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H クラブ・フォーラム（国際奉仕部門） 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「レイテポリオミッションについて」  国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2650 地区 国際奉仕委員長岩本金悟氏 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「新しい四条通りについて」  京都市建設局道路環境整備課（卓話者未定） 

２/２４ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 京都桂川ＲＣとの合同例会 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「声がれに注意」  京都府医科大学耳鼻咽喉科学教室 教授 久 育男氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「バンジョー弾きが語る“アメリカ音楽史”」  ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ ｸﾛｳﾊﾝﾏｰ ﾊﾞﾝｼﾞｮ- ﾌﾟﾚｲｰﾔｰ 北村 謙氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 

本年度は、当クラブ竹本昌生会員が受賞されまし
た。おめでとうございます。 


