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「京都マラソン 2017 ボランティアについて」
どのような感覚なのだろうか？妄想だけで
は足りない。味わってみたい。一旦「走り
ます！」宣言をすると後に引けない感じで
ある。このような思いを抱く方はいるはず
です。途中であきらめかけたメロスは道中
の近くの岩の隙間から湧き出てきた清水を
飲み、再び走り出す。まさに給水ボランテ
ィアだ。冷酷な王様ですら戻ってきたこと
に感動した。完走したランナーの感動や喜
びを、わずかながら分けてもらえるフィニ
ッシュ会場でのボランティアが、楽しみの
一つになっても仕方がない。

京都マラソン委員会
委員長 山田幸一郎
“走れメロス！”なぜそんなに走るのか？
ランナーとしての参加、自分への挑戦という
ことで少々の興味があるものの決意できな
い。まさしくメロス、逃げれば後悔、我が身
を犠牲に友を救える最高のゴール。まさにマ
ラソン。ゴール地点で毎年完走する人々を見
ていることが、そう思わせるのかもしれな
い。完走した喜びには代えがたいものがあり
そうだ。参加された会員は、やみつきになっ
ているようである。

(裏面へ続く)
-平和と紛争予防/紛争解決月間-

本日の例会 ライトランチ

〔１２：３０〕

開会点鐘
ロータリーソング♪ 四つのテスト
会長挨拶
来客紹介
幹事報告
-新入会員スピーチ-

前回例会報告
会員数 76（26）名 出席者 45（10）名
ビジター 0 名
出席率 75％
ゲスト
1名
第 2363 出席率
86.96％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）
* ２月２１日（火）例会はございませんので
ご注意ください。

「無 題」 加藤 晃久君
「生活に生かす無財の七施の知恵」 渡邊 恭章君 次週の例会 ２月１９日（日）
於：岡崎公園内テント
閉会点鐘
〔１３：３０〕
-京都マラソン例会本日の会合 ２月１４日（火）
集 合 8：50「京都市美術館前」
例 会 10：30～（予定）「岡崎公園内テント」
第３回次年度理事・役員会
例会終了後「平安の間」
慰労会 15：30～（予定）「南禅寺 八千代」
今週の会合
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会長(理事) ·········· 渡辺
会長エレクト(理事) ··· 小森
直前会長 ············ 岩橋
副会長(理事) ······· 中村
幹事(理事) ·········· 清水
クラブ管理(理事) ···· 松井
(理事) ··· 坂田
広報(理事) ·········· 木村
会員増強(理事) ····· 本田
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ﾛｰﾀﾘｰ情報(役員) ···· 小野
親睦活動(役員) ····· 川勝
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 吉田
職業奉仕(役員) ····· 平野
社会奉仕(役員) ····· 中塚
国際奉仕(役員) ····· 安澤
青少年奉仕(役員) ·· 郡
会 計(役員) ········ 松下
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副幹事 ········· 村田 好謙
副幹事 ········· 橋本 幸司
副幹事 ········· 中村
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山本 眞也
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村岡 正浩
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 山田幸一郎
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 青山真由美
副会計 ········· 上村 承生

･･松井 信五
··················中村 翠嵐
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さて、本年も京都マラソン開催日が近づい
てきましたので、皆様にご報告します。
“京都マラソン２０１７”の開催となる今年
も、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。ランナー、応援者、
スタッフの参加者全員が楽しめ、感動をもら
いながらも与えられる、そんな素晴らしい一
日にしましょう。

ニコニコ箱・特別寄付 ＜2/7＞

集合日時：平成２９年２月１９日(日)
午前８時５０分（リーダーを除く）
集合場所：京都市美術館前
服
装：配布のユニフォームに加え、暖か
い恰好でご参加ください。
慰労会会場：南禅寺畔 八千代（ボランティア
終了後、徒歩での移動になります。）
※ 雨天決行です。晴天になることを祈ります。

一助に。

ニコニコ箱

計 27,000 円 累計 1,940,000 円

達成率 65％
今月お祝いの皆様、おめでとうございます。
杉﨑君、中村（翠）君、柴田君、中村（弘）君
渡辺君、竹之内君、吉田（武）君、松下君、布施君
誕生日自祝。
小林君
結婚記念日自祝。
木村（安）君、井上（正）君
ロータリー財団

米山記念奨学会
一助に。

希望の風奨学金
一助に。

計 10,000 円

累計 980,400 円

達成率 65％
小森君
計 10,000 円 累計 820,000 円

達成率 55％
井上（武）君
計 5,000 円 累計 159,000 円

達成率 39.8％
吉田（良）君

幹事報告
■京都マラソン例会
次週は、京都マラソン例会 2 月 19 日（日）、集合時間、
場所、お間違えのないようお願い致します。
2 月 21 日（火）例会はございませんので、ご注意くださ
い。

同好会情報
＊ロータリーほろにが会
2/14（火）18：00～「ANA クラウンプラザホテル」
＊スキー同好会 3/18（金）～3/20（日）
乗鞍高原スキー場 (0263)93-2645
乗鞍高原国民休暇村 (0263)93-2304
都 京都Ｈｵｰｸﾗ 「本当の幸せは何処に-カンボジアで見つけた幸せを繋げて」
2/15 京
（水） 京 都 西 北 ら ん ざ ん クラブ・デー「戦略計画部門 第 8 回クラブ・フォーラム」

/23

京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

2/16
（木）

京 都 南
京 都 北
京都洛北
京都洛東
京都桂川
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ
京都さ くら
京都西山

2/17
（金）

京 都
京都伏
京都洛
京都紫

2/20
（月）
2/21
（火）

東
見
西
竹
京 都 西
京都紫野
京 都 中
京都平安
京都西南
京都洛中
京都洛南
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関西学院大学 3 年生 五井梨奈氏、増原早紀氏

臨時休会
＊ビジター受付はございません
「大船鉾復興について」
大船鉾保存会 代表理事 林 邦彦氏
「経営者に求められる、相手の思いを上手く聴き取る方法」
㈱チェンジ・アップ 代表取締役 荒尾千春氏
「ユーラシア文明からみた中国」
静岡大学人文社会科学部 教授 大野 旭（楊 海英）氏
～音楽例会～「ギターソロ演奏」
ミュージシャン 中川だいじろー氏
「来し方を振り返って」
会員 広崎彰良氏
「未定」
元内閣官房副長官・民進党 幹事長代理・参議院議員 福山哲郎氏
クラブ・デー 第 7 回ｸﾗﾌﾞ討論会
-国際奉仕フォーラム- 「11 月に開催したカンボジアミッションについて」
奉仕プロジェクト「青少年・国際奉仕」委員会 委員長 前田純一氏
「はぐるま例会」
＊ビジター受付はございません
休会
＊ビジター受付は平常通り
「京都の里山と再生活動の意義」
京都大学准教授 深町加津枝氏
国際奉仕クラブ・フォーラム「タイと関わり 40 年」
NPO 法人日ﾀｲ教育交流協会理事長 木村滋世氏
ﾎﾃﾙの都合の為、夜間に変更
「京の文化ｼﾘｰｽﾞ 2 京の御仏を拝すること②～洛中洛外、隠れた古仏数例～」
佛教大学総合研究所特別研究員・佛教大学非常勤講師 熊谷貴史氏
「義父・湯木貞一について」
会員 徳岡孝二氏
「ﾅﾁｭﾗﾙﾜｲﾝインﾎﾟｰﾀｰのﾋﾞｼﾞﾈｽ」
財）日本ｿﾑﾘｴ協会認定 ｿﾑﾘｴ ﾃﾞｨｵﾆｰ株式会社 代表取締役社長 前田豊宏氏
「中京警察署管内犯罪等発生状況について」
中京警察署長 猪飼勝之氏
西北 RC 合同例会 「交通産業に変革を求められる時代」
都ﾀｸｼｰ株式会社代表取締役 筒井基好氏
例会日変更
＊ビジター受付は平常通り
「五行歌と私」
書道家 五行歌 歌人 みずくき書道会 主宰 西垣一川氏
「歴史上の人物と世界史」
西川昌樹氏

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

