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「百万分の一の命」 
 

会報・記録委員長 中島 陽子 
 

私は比較的ポジティブだと思っています。それで

も年に１～２度、行き詰って凹むときがあります。

そんなときいつも自分を鼓舞するために思い出す

お話を紹介したいと思います。 

ある男が浜辺をジョギングしていました。その辺

りは大嵐に見舞われたばかりで数えきれないほど

のヒトデが浜辺に打ち上げられていました。男はヒ

トデが少しかわいそうだと思いましたが、あまりの

多さにどうすることもできないと思いました。ジョ

ギングを続けていると、一人の老人が何かを海に投

げているのが見えました。近づいてみると、老人は

少し歩いては屈み、ヒトデを拾って海に投げ込んで

いました。さらに近づくと、老人はまた少し歩いて

は立ち止まって屈み、またヒトデを拾って海に投げ 

込みました。ジョギングをしていた男は立ち止まり、

「なぜそんなことをしているのですか？あなたが

どんなに頑張っても全部のヒトデは助けられない。

ムダですよ」と言いました。老人はまた１つヒトデ

を拾って海に投げ込み、こう答えました。「でも、

あのヒトデは助けられたよ」と。－原作とは表現や

登場人物が異なりますがご容赦ください。－ 

私たちはしばしば、やらなければならないこと、

変えなければならないことの多さ・大きさに圧倒さ

れ、自分の無力さに押しつぶされそうになります。

しかし、私たちは一歩下がって状況を見つめ直し、

今できる小さなことに気づき、実践しなければなら

ないと思います。私は至極平凡な個人であり、りっ

ぱな奉仕活動が出来るほどの実行力も財力もあり

ませんが、今の自分にできる小さな行動（奉仕）が

目の前の何かを変えるかもしれないと信じ、誇りを

もって行動できればと思っています。 

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 

-親睦活動月間- 
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♪奉仕の理想 
会長挨拶 
来客紹介 
奨学金授与 
新入会員入会式 
幹事報告 
今月のお祝い 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 
第 2 回ロータリーインフォメーション11：20～西館 3F「蘭の間」 

第 12回定例理事・役員会 例会終了後「蘭の間」 

 
 
 
 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 50（ 15）名 ビジター 1名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 80.6％ ゲスト 1名 

第 2285回出席率  95.38％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 

次週の例会 ６月９日（火） 於：東館４Ｆ「葵殿」 

ライトランチ 
-スピーチ- 「お茶を楽しもう」 
(株)清昌堂やました 
代表取締役 京都 RC 会員  山下 寛一郎 様 

次週の会合 
第 1 回ロータリーインフォメーション11：20～東館 4F「平安の間」 
第 7回次年度理事・役員会 例会終了後東館 4F「平安の間」 
京都東山 RAC 例会  19:30～「八千代」 

井上正博会員 卓話「フラワーアレンジメントについて」 
  

２０１５年６月２日 第２２８９回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－４３ 

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 
 



 

 

新会員紹介 

◆青山 真由美（あおやま まゆみ）会員 

勤務先：〒607-8135 

京都市山科区大塚野溝町

98-16  

株式会社Ｂ．Ｐ．Ｉ 代表取締役 

TEL：075-584-1440  

FAX：075-584-1441 

自宅：〒607-8080 

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町

92 ラクト山科メゾンイースト 403 

TEL：075-595-7157  

FAX：075-595-7157 

職業分類 ＩＴデザイン 

推薦者：鈴木敏治・中塚 浩 

 

◆深海 季生（ふかみ としき）会員 

勤務先：〒612-8486 

京都市伏見区羽束師古川町 285 

オートワールド 代表 

TEL：075-203-7796  

FAX：075-935-4797 

自宅：〒600-8812  

京都市下京区中堂寺北町 19 

TEL・FAX：075-311-0104  

職業分類 自動車販売 AutomobileDR 

推薦者：川勝裕之・福留幸一 

 

今 月 の お 祝 い  

❁１００％出席会員表彰 

連続２５年間 松井君 

連続 ３年間 松下君 

 

❁誕生日 

杉崎君 １２日 西尾君 ２３日  

布施君 ２８日 川勝君 ２８日 

❁夫人・夫君誕生日 

関根君夫君 秀治さん １６日 

竹之内君夫人 尚子さん ２６日 

❁結婚記念日 

西尾君 １日 関根君 ４日 井川君 ６日 

中西君 ２６日 

 

幹 事 報 告  

■新会員入会式 

本日、新会員として、青山 真由美（あおやま まゆみ）

君、深海 季生（ふかみ としき）君をお迎えします。ご活

躍を期待致します。 

■市内 24RC連絡協議会 第 3回会長・幹事会

（現・次年度合同） 

5/26（火）「ﾎﾃﾙグランヴィア京都」に於いて行われ、小

野会長、吉田（武）幹事、岡武次年度幹事が出席されま

した。ごくろうさまでした。 

■京都洛南ロータリークラブ創立三十周年記念式典

5/30（土）「リーガロイヤルホテル京都」に於いて行われ、

小野会長、吉田（武）幹事が出席されました。ごくろうさ

までした。 

■2014-15ローターアクト地区大会 

6/6（土）「からすま京都ﾎﾃﾙ」に於いて行われ 

岡武ローターアクト委員長が出席されます。ごくろうさま

です。 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【5/26（火）ＲＡＣ例会】 

山本・村岡・井上（正）同委員、橋本・関根・川勝・平野

会員が出席されました。ごくろうさまでした。 

6/3 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピーチ-「京焼の今～初代文齋の時代と今～」  小川文齋氏 
（水） 京 都西北 ら ん ざ ん 「魏 禧之の中国料理の世界」 一之船入オーナーシェフ 京都平安 RC 会員 魏 禧之氏 

 京 都北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「2014.2015 年度 RYLA に参加して」 2014.2015 年度 RYLA 受講生 （社）柊野福祉会 天白佑樹氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「自己紹介」  米山奨学生 羅さん 
 京 都朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 音楽例会「歌は国境を越えて・・日本歌曲とオペラアリアのひととき」  ﾒｿﾞｿﾞﾌﾟﾗﾉ 渡士あかね氏 ピアノ伴奏 岩本さおり氏 

6/4 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「国際交流とバレエの役割」 ｷｴﾌ国立ﾊﾞﾚｴ学校姉妹学校・寺田ﾊﾞﾚｴ・アートスクール校長 高尾美智子氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「選手を育てる（育成）させる為のコーチング（指導）」  京都ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞ ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 浜口 炎氏 

 京 都洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「憲法について～今の日本にとっての最重要課題」 元海上保安官 sengoku38 一色正春氏 
 京 都洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「太極拳って？」  太極拳インストラクター 平井真紀氏 
 京 都桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H -会員スピーチ-「私にとってのロータリーについて」  会員 稲掛英男氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「京都で育った花の文化」  ㈱銀花園 代表取締役 京都洛中 RC14-15 年度会長エレクト 井上新一氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「会員近況スピーチ」 石垣久美子氏 小川さかえ氏 島田真由美氏 玉垣 栄氏 吉野由美子氏 
 京 都西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「本年度の活動実績と申し送り」 

6/5 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「今年の親睦」 会員 山本精一氏 室 公博氏 中村幸男氏 
（金） 京 都伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「ことばによる思考力・想像力について-国語教育の視点から-」 京都教育大学 学長 位藤紀美子氏 

 京 都洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「RYLA に参加して」  2014-15 年度 RYLA 受講生 京都洛西 RAC 会長 森 真琴氏 
 京 都紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「5 月 15 日（金）～17 日（日）ライラを終えて」  ライラ受講生 ㈱しっつ 北﨑麻耶氏 新世代委員長 原田孝一朗氏 

6/8 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「京都企業の経営と文化」  京都府副知事 山下晃正氏 
（月） 

 

京 都紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「木地の茶道具」  指物師 岩木秀樹氏 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「在日留学生の現状と活性化」～在日２６年元米山奨学生が語る留学の意義と役割～ 株式会社世代継承活学社 代表取締役 蔡 龍日氏 
 京 都平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 「現代アートから世の中を」  大雅堂 庄司恵一氏 

6/9 京 都西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「写真の楽しみ方」  写真同好会幹事 懸野直樹氏 
（火） 京 都洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「犯罪のない安全・安心まちづくり」  京都府警察本部 本部長 山下史雄氏 

 京 都洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「～理事 退任挨拶～」  各担当理事 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

 

同 好 会 情 報  
・そば会 6/23(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 6/9（火）18：00～「東華菜館」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜5/26＞ 

ロータリー財団 計 40,000円 累計 1,244,180円 

一助に。 名筋君、中村（弘）君 

たよりにならない、兄貴ですが一助に。 稲本君 

大木ヨシヒデさん、久しぶりです！ 中塚君 

山田さん大変お世話になります。 福留君 

 

米山記念奨学会 計 15,000円 累計 1,083,000円 

鏡山様本日はスピーチありがとうございます。 

 吉田（武）君 

一助に。 名筋君 

2 回目の米山功労者

となられました。おめでとうございます。 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 30,000円 累計 2,777,100円 

鏡山次郎様、本日スピーチありがとうございます。 

 今井君、吉田（良）君、杉﨑君、小野君、渡辺君 

 小森君、小山君、布施君、関根君、坂田君 

鏡山次郎様いつもお世話さまです。 川中君 

本日のアッセンブリーよろしくお願い致します。 

 岩橋君、岡武君 

岡武会員、お世話になりました。 中村（弘）君 

結婚記念日自祝。 植野君 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

-広報フォーラム- 

担当：広報委員長 川勝 裕之君 

 

5/12（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。 

 

５/２６（火） -スピーチ- 
「音羽の山寺-清水寺と法嚴寺-」 

ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会  
事務局長 鏡山 次郎 様 

 

～5 月のスナップ～ 

カウンセラー 井上 武雄会員 

新米山奨学生 金 ボラさん 



 

 

 


