
会長 裏出 豊 副会長 川邊隆司 会長ｴﾚｸﾄ 石井利幸 直前会長 橋田裕樹  

幹事 乾 秀年  会計 徳山淳一  会場監督 脇田武勝  ｸﾗﾌﾞ広報 藤原秀夫 

ｸﾗﾌﾞ管理運営 井川正紘 職業奉仕 高橋秀和 社会奉仕 福井康裕  

国際奉仕 吉本文彦 ﾛｰﾀﾘｰ財団 飯田晴穂 米山奨学 森岡喜美雄   

  

RI第 2650地区 京都山城ロータリークラブ 1990年 3月 14日創立 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 8月 6日 第 1141回 本年度第 5回例会 

【次週例会予告】 

《1142回》8月 20日(水)  

  ｢第 1回クラブフォーラム・会員増強｣ 

    会員増強委員会 

【出席報告】7月 23日（免除会員 13名） 

会員総数                37名(13) 

出席会員                29名(9) 

出 席 率             87.88％ 

7月 16日出席修正率  93.75％ 

ゲスト 

北河原公敬氏(RI第 2650地区ガバナー) 

有井邦夫氏(RI第 2650地区幹事長) 

松本豊氏（ガバナー補佐園部 RC) 

小永井征也氏（ガバナー補佐宇治鳳凰 RC) 

 

【御祝・表彰】 

☆誕生日御祝 

4日 石井会員 5日 徳山会員 

☆出席表彰 

 井川会員 通算出席 24年 

例 会：毎週水曜日 １２時３０分   京都府立けいはんなホール 5階 

事務局：京都府相楽郡精華町光台１丁目７番地 けいはんなプラザラボ棟６階 

TEL：0774-39-8122 FAX：0774-39-8133 

URL：http://www.kyoto-yamashiro-rc.com e-mail:info@kyoto-yamashiro-rc.com  

 

《友好クラブ》 

つくば学園ロータリークラブ 

月 日  クラブ 演題 スピーカー 

8月 7日 木 

京都南 野球界の現状 プロ野球解説者 吉田義男様 

京都西山 ｸﾗﾌﾞ管理フォーラム ｸﾗﾌﾞ管理委員長 平田喜洋君 

宇治鳳凰 外国人による日本語作文コンク

ール入賞作文発表会 

前年度国際奉仕委員会と 

入賞者の皆様 

京都田辺 強靭な陸上自衛隊の創造に向け

て 

陸上自衛隊 大久保駐屯地 

第 102施設機材隊長 湯田 哲様 

8月 8日 金 

京都伏見 未定 同志社大学大学院講師 北神圭朗氏 

京都乙訓 岩井先生によるロータリーソン

グ勉強会 

岩井 香里氏 

京都城陽 会員増強について 会員増強委員会 

8月 12日 火 

京都洛南 休 会  

京都八幡 休 会  

宇治 7日に変更  

8月 13日 水 京都朱雀 休 会  

 

 

【行事予定】 

13日 休 会 

17日 IM第 3組  

(ホテルオークラ京都) 

20日 例 会 

23日 社会奉仕委員長会議 

30日 27日を例会変更  

  京都城陽 RCと合同例会  

酔 月  18：00～ 

 

  

【スローガン】 

「地元地域で輝くクラブを」 

     裏出 豊会長 

 

【重点目標】 

1.創立 25周年を全会員でお祝いし、次なるステ

ージを目指す 

2.創立時会員数 46名に挑戦 

3.地元地域との関りで、公共イメージ向上を目

指す 

4.ミャンマーの子供達への支援事業 

5.ロータリー財団寄付の増進を図る 

6.米山記念奨学会寄付の増進を図る 

(例会日) 木曜日 

12：30～13：30 

(例会場) 

ｵｰｸﾗﾌﾛﾝﾃｨｱﾎﾃﾙつくば 

茨城県つくば市吾妻 

1丁目 1364-1 

Tel 029-852-1112 

 

 

2014～15年度 

RI第 2650地区スローガン 

｢ロータリーは心くばり｣ 

―謙虚・誠実・精励― 

 

北河原公敬ガバナー 

2014～15年度 

国際ロータリーテーマ 

「ロータリーに輝きを」 

 

ゲイリーC.K.ホァン会長 

【本日の例会】 

会員増強及び拡大月間 

12：30 開会点鐘 

｢君が代」｢奉仕の理想｣ 

   会長挨拶・幹事報告 

   委員会報告・ニコニコ箱報告 

    

13：00 ｢新入会員スピーチ｣ 

     木村 治久会員 

 

13：30 閉会点鐘 

 

13：45 第 2回定例理事会 

京都山城ロータリークラブ 

WEEKLY 

 

 

 

 

 

REPORT 

 

 
 

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

四つのテスト 

１.真実かどうか２.みんなに公平か３.好意と友情を深めるか４.みんなのためになるかどうか   

四つのテスト 

１.真実かどうか２.みんなに公平か３.好意と友情を深めるか４.みんなのためになるかどうか   

 

【誕生日のコメント】   

誕生日にあたり     井川 正紘 

 私の誕生日を迎えての一言は｢後 1 年か｣

といったところです。古希(70歳)まであと

1 年、これが私の実感です。実は 1 年前、

68 歳になった時、初めて 70 歳までもう少

しといった気持になり、俺もそろそろおし

まいかと、思ったものです。(私が思っただ

けで、70歳以上の人が、おしまいというこ

とではありません)それから 1 年、69 歳の

誕生日のコメントを考えていると、先日中

川会員の(喜寿)の老いを感じられない自分

がいます。といったコメントを思い起こし

たり、山城ロータリーの皆さんの元気な姿

を思い出したりして、69歳ぐらいの若僧が

(ロータリーの中では)何を言っているんだ

と言われそうで、今だいぶ元気が出てきて

まだまだこれからといった気分になりかけ

ています。皆さんのお陰でありがたい事で

す。今、気がついたのですが、山城ロータ

リークラブの中には、若さを保つクスリが

在る！！ 

  

皇居勤労奉仕      中岡 英文 

上村さんより、｢皇居勤労奉仕に行かない

か｣とお誘いを頂き、以前から私も参加した

いと思っておりましたので同行させて頂き

ました。 

4泊 5日の奉仕。年齢制限が 75歳。私は

75歳の最高年齢。初日の奉仕先は｢皇居｣で

した。皇居内の説明後、落葉さらいなどの

清掃奉仕をし、その後に天皇皇后両陛下か

ら御会釈を賜り、聖寿万歳を申しあげまし

た。御側近くで唱和申し上げる事の出来る

幸運に感激を覚え、お優しい両陛下のお顔

を深く胸に刻んだ一日でありました。 

翌日は赤坂御所、正式には赤坂御用邸と

いい、敷地内には東宮御所、他各宮様のお

住まいが在る所で、翌々日に開催される春 

の園遊会の場所である為、精一杯御奉仕

をしました。その後、皇太子殿下の御会

釈を賜り、さっそうとされた御姿でお出

ましになられ、お元気よく御言葉をかけ

て下さいました。そのお姿に国家伝統の

今後のご発展を深く念じました。 

最後にもう一つ心に残りましたこと「宮 

中三殿」の清掃と引き線のご奉仕させて 

頂いた事、陛下はここで「世界の平和と 

日本国民の繁栄と幸せ」とを祈念して頂 

いていることの思いを深く胸に刻む事が 

出来ました。初めての経験でしたが毎日 

が新鮮で満ち足りた時を過ごさせて頂き 

貴重な体験をさせて頂きました。上村さ 

ん本当にありがとう。感謝、感謝。 

 

 

【前回の例会】 

北河原公敬ガバナー公式訪問 

 
 

 

【会長挨拶】 

今月は、会員増強月間であります。北河

原ガバナー様が公式訪問時に申されてい

ましたが、自分の周りの人にロータリー

での良い体験、感動したことをお話しし

て頂き、例会時にゲストとして向かえロ

ータリーの活動を伝え、その後に勧誘を

進めていただきたいと思います。 

 クラブが地元地域に根をおろし地元地域 

の皆様に認めていただくには、適格な人 

を会員に迎え入れることが大切でありま 

す。しかし会員の質の低下につながって 

はならないということを認識しつつ積極 

的な姿勢をお願いいたします。 

 

【クラブ報告】 

1. 米山奨学委員長会議が 9 日(土)にメル

パルク京都にて開催され、森岡米山奨学

委員長、光橋地区米山奨学委員が出席い

たします。 

2. 7 月 27 日(日)に開催された RLI パート

Ⅰ修了証が、乾会員に届きました。 

 

【幹事報告】 

1.本日、例会終了後ラボ棟 4F会議室にて、

第 2 回定例理事会を開催します。理事役

員の方々は、出席をお願いします。 

2.先日配布しました会員名簿の改訂版をメ

ールボックスに再度お配りして居りま

す。ご確認ください。 

3.IM第 3組のお知らせ 

日 時 8月 17日(日) 

10：00～12：45 新入会員セミナー 

森元会員・平田会員・木村会員 

橋田情報委員長 

11：00～ 会長会 裏出会長 

13：30～ 一般会員 

17：30～ 懇親会 

場 所 京都ホテルオークラ 

 

 

4.例会変更のお知らせ 

☆奈良西 RC 8月 7日(木) 8月 21日(木) 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は、両日とも同日午後 5 時半～

午後 6 時まで奈良ロイヤルホテルフロント

横にて行います。 

☆京都南 RC 8月 28日(木) 

 ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は、11：30～12：30まで、ﾘｰｶﾞ

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ京都にて行います。 

【委員会報告】 

☆米山奨学委員会 

 福井(正)会員、福井初美様より、それぞれ

大口の特別寄付を頂きました。 

【ニコニコ箱】 

小 計 80,000円 累 計 285,000円 

 

 


