
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 12月 17日 第 1158回 本年度第 22回例会 

【次回例会予告】 

《1159回》1月 7日(水)  

  移動例会 岡田国神社 

   参拝 12：00～ 

  「年男放談」 尾﨑 俊幸会員 

【出席報告】12月 13日（免除会員 13名） 

会員総数                38名(13) 

出席会員                31名(8) 

出 席 率             93.94％ 

11月 26日 出席修正率 96.43％ 

ビジター受付 

奈良 RC 7名 奈良大宮 RC 3名 

奈良西 RC 1名 奈良東 RC 1名 

京都伏見 RC 1名 京都城陽 RC 3名 

京都田辺 RC 2名 

【御 祝】 

☆誕生日御祝 

24日 福井(康)会員 

13日 神田会員夫人悦子様 

23日 池田会員夫人俊子様  

25日 乾会員夫人輝美様 

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 

12月 25日 木 

京都南 
温故知新 

思いつくままに 

河内 誠一会員 

小竹 治会員 

京都西山 休 会  

宇治鳳凰 休 会  

京都田辺 休 会  

12月 26日 金 

京都伏見 休 会  

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 例会変更 忘年家族会  

12月 23日 火 

京都洛南 祝日休会  

京都八幡 祝日休会  

宇治 祝日休会  

12月 24日 水 
京都朱雀 JAZZ Live Vocal 池田 杏里様 

Piano 名倉 学様 

 

 

 【行事予定】 

24日・31日 休 会 

《1月》 

7日 初例会 岡田国神社 12：00～ 

    第 7回定例理事会 

14日 例 会 

17日 新世代担当者会議 

(京都平安ホテル) 

21日 例 会 

25日 地区職業奉仕講演会 

   

【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】 

家 族 月 間 

12：30 開会点鐘 

「四つのテスト」 

   会長挨拶・幹事報告 

   委員会報告・ニコニコ箱報告 

    

13：00 ｢第 4回クラブフォーラム・ 

     私が奉仕に取組んだわけ」 

    福井(康)社会奉仕委員長 

NPO 京都自死・自殺防止相談ｾﾝﾀｰ 

      竹本 了吾氏 

 

13：30 閉会点鐘 

 

 

 

京都山城ロータリークラブ 

WEEKLY 
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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】 

           福井 康裕 

 65 才の誕生日を迎えるにあたり今思っ

てみる。走る事が出来なくなった。ゴル

フも飛ばなくなった。体力が落ちた。妻

もこの頃小さな事に口出ししなくなっ

た。無関心なのか、穏やかに和やかに過

ごしている。若い人達と懇談をしていて

もよく話を聞いてくれている様なきがす

る。口は立派になり、行動は伴わない、

これがこの年齢になった者の普通なの

か。まだ老いているとは思わない、老人

ではなく何なのだろう。熟年というのは、

うわべを美化しただけでピンとこない。

人生を「青い春」「朱い夏」「白い秋」「玄

い冬」の四季に例えるなら、今 60代は「白

い秋」であろうが、私の気概としては、

夏と秋の間の九月の終わりから十月の初

めの様な時、一番良い気候で、過ごしや

すい季節にあると思う。 

 この年代、季節を楽しみたいと思う。 

 

【前回の例会】 

 

 

 

 

 

 

【会長挨拶】 

先週の忘年家族会には、多くの皆様

方と会員ご家族の皆様にご参加をい

ただきまして誠に有難うございまし

た。亦、池田親睦委員長さんはじめ親

睦委員の皆様方には、大変お世話にな

りましたこと重ねてお礼申上げます。 

本日は社会奉仕について取り上げ

て頂き、第 4回クラブフォーラムを福

井委員長さんに実施していただきま

す。本年度の社会奉仕委員会事業とし

て、「ロータリーデーいづみホール大

交流会」を開催していただき、各障害

施設の方々と障害者のご家族の皆様

に大変喜んで頂きました。また、創立

記念として植樹されました滝桜のメ

ンテナンスも行なって頂きました。  

本日のクラブフォーラムで、社会奉

仕活動とは何なのか、我々ロータリア

ンが、その個人生活、事業生活及び社

会生活に常に奉仕の理想を通用すべ

きことを考えて頂く時間としていた

だきたいと思います。 

本日の例会は、平成 26 年の最終例

会でもございます。年が明け 1月 7日

に中岡会員にお世話になり、岡田国神

社で初例会をさせていただき、亦、創

立 25周年記念事業の日が 1月 31日と

日がせまってきております、どうか平

成 27 年に入ってもご協力いただきま

すよう宜しくお願い申し上げます。 

 

【クラブ報告】 

1.12 月 15 日(月)すい月にて、次年度理

事会が開催され、次の通り次年度理事会

が、構成されます。 

会 長 石井 利幸 

幹 事 田中 義隆 

会長ﾉﾐﾆｰ(会員組織委員会担当) 川邊 隆司 

 

副会長(奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当)  光橋 政憲 

直前会長 裏出 豊 

会 計 尾﨑 俊幸 

会場監督 上村 卓三 

クラブ広報担当 山口 基樹 

クラブ管理運営担当 中川喜代一 

職業奉仕担当 藤原 秀夫 

社会奉仕担当 脇田 武勝 

国際奉仕担当 藤川 武海 

ロータリー財団担当 中岡 英文 

米山奨学担当 橋田 裕樹 

 

【幹事報告】 

1. 次回の例会は、平成 27年 1月 7日(水)

に、岡田国神社にて 12：00 から開催

いたします。お間違いのないようにお

願いいたします。 

 

【委員会報告】 

☆米山奨学委員会 

 岡林会員に、米山功労者第 4 回マルチ

プルの感謝状が贈られてきました。 

 

【ニコニコ箱】 

小 計 75,000円 累 計 1,110,640円 

 


