
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 4月 8日 第 1170回 本年度第 34回例会 

【次週例会予告】 

《1171回》4月 15日(水)  

  「地球環境産業技術研究機構について」 

   地球環境産業技術研究機構 

   常任理事事務局長 伊森 雅史 様 

【出席報告】4月 1日（免除会員 13名） 

会員総数                39名(13) 

出席会員                26名(6) 

出 席 率             81.25％ 

3月 14日 出席修正率  100％ 

ビジター・スピーカー 

石本 望様 島本秀樹様 木村武寿様 

DEELCROIX氏(Bruxlles Vesale RC) 

 

【御祝・表彰】 

☆誕生日御祝 

 8日 小西会員 

 12日 光橋会員夫人真理様 

☆出席表彰 

 大井会員 皆出席 23年  

池田会員・乾会員 通算出席 4年 

 山口会員 通算出席 1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 

4月 9日 木 

京都南 
琳派 400年について 京都市立芸術大学名誉教授 

榊原 吉郎 様 

京都西山 ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ説明、意義 活動 直前代表 大亀 靖治 様 

宇治鳳凰 “大切”は魔法 映像作家 岩崎 靖子 様 

京都田辺 花見例会  

4月 10日 金 

京都伏見 地元京都に愛される球団を目指

して 

京都フローラ球団代表 

萩原 麻子さん 

京都乙訓 官学連携環境教育教材制作プロ

ジェクトについて 

長岡京市役所環境経済部 木本直樹様 

長岡京市立長岡第四小学校 太田伸彦様 

京都城陽 漢字の起源 原田 幹久 様 

4月 14日 火 

京都洛南 ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ説明、意義 活動 代表 高橋一也氏 小山正博氏 

京都八幡 広報・雑誌フォーラム  

宇治 こころのビタミン ストローク 安元 寛子 様   

4月 15日 水 京都朱雀 日本画家 橋本関雪について 白沙村荘 橋本関眞次氏 

 

 

 【行事予定】 

11・12日 地区大会 

  (なら 100年会館・ホテル日航奈良) 

15日 例 会 

22日 例 会 

   第 5回クラブアッセンブリー 

29日 祝 日 休 会 

5月 

6日 祝 日 休 会 

13日 第 11回定例理事会 11：00～ 

【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】 

ロータリー雑誌月間 

12：30 開会点鐘 

「我らの生業」 

   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」 

      北浦 曉 会 員 

 

 

13：30 閉会点鐘 

 

 

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   

 

 京都田辺 RC創立 20周年記念例会の出席に

ついて 

 日 時 5月 30日(土) 

 場 所 京田辺商工会館ビル  

 裏出会長・乾幹事が出席する。 

 御祝い金は、クラブ負担とする。 

               承 認 

【委員会報告】 

☆ロータリー財団委員会 

 橋田会員より、年次寄付を頂きました。 

☆米山奨学委員会 

 橋田会員より、特別寄付を頂きました。 

 

【ニコニコ箱】 

小 計 47,000円 累 計 1,666,640円 

 

  

 

【誕生日のコメント】  

             小西 照二 

 大正 15年 4月 8日生卒寿を迎えられま

した。感謝の心いっぱいであります。長

年の友人が次々と亡くなり深いショック

を受け淋しさを感じる今日この頃ですが

友人と会話食事を楽しみに家庭菜園を作

ったり庭の手入れなど体調と相談しなが

らぼちぼちとやっています。 

城陽・山城両クラブでの 45年間のロータ

リークラブ活動には会員の皆様家族の協

力のお蔭で楽しく送る事が出来深く感謝

致します。今後、白寿目指して頑張りた

いと思っておりますのでよろしくお願い

します。 

【前回の例会】 

 

「ジャグリングの世界」 ジャグラーみそん  

 

【会長挨拶】 

本年度も早いもので第四四半期に入り

ました。京都城陽ロータリークラブさんと

の合同例会から始まり、25 周年の記念事

業並びに記念式典と皆様のご協力を頂き、

ここまで来させていただきましたことに

対しまして感謝を申し上げます。 

今週の11日から 12日にかけて地区大会

が「なら百年会館・ホテル日航奈良」にて

開催されます。本大会での記念講演は、Ｎ

ＨＫの「連想ゲーム」「日本語再発見」等

で知られておられます 松平 定知 様のご

講演で「現代に生きる戦国武将の知恵」と

題してご講演されるそうです。 

地区大会の目的は、親睦、感銘深い講演

と地区内クラブや RI 全般に関する問題の

討議によって、ロータリーの綱領を推進す

ることとされております。この大会での北

河原ガバナー様は、各ロータリアンが会員

基盤を維持し、増大させる機会となること

の認識と、学びの場となることを願ってお

られます。今大会は、近くでの開催となり

ますので多くの方々のご参加をお願いい

たします。 

 

【幹事報告】 

1. 例会変更のお知らせ 

☆奈良大宮 RC4月 21日(火)→4月 26日 

 ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は、4 月 21 日(火)17：00～

17：30まで奈良ホテルにて行います。 

☆奈良 RC 4月 23日(木) 時間変更 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は、4 月 23 日(木)12：00～

12：30まで、奈良ホテルにて行います。 

 

【理事会報告】 

 4 月 1 日(水)例会終了後、第 10 回定例

理事会が開催され次の事項が審議されま

した。 

 

 

 (1)RI 第 2650 地区、地区大会について 

4 月 11 日(土) ホテル日航奈良 

13：30 会長・幹事・地区委員長会 

17：00 RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

4 月 12 日(日) なら 100 年会館 

 11；30～ 受 付 

 12：00～12；45 までに、本会議場に入場。 

 17：00～18：30 大懇親会 

当日は、JR 等各自で参加をお願いしま

す。            承 認 

(2)「木津川市かも野外音楽フェスタ２０１

５」協賛金ついて 

場 所 JR 加茂駅前東多目的広場 

日 時 4 月 29 日(水)祝日 13：00～ 

吹奏楽を中心とした野外コンサートを開

催する。           承 認 

(3)ローターアクト協力金について 

未提唱クラブ 30,000 円     承 認 

(4)洛南１２RC 現・次年度会長・幹事会につ

いて 

日 時 2015 年 5 月 19 日(火) 17：00～ 

場 所 京都センチュリーホテル 

会費の負担をクラブ負担とする。承 認 

(5)地区研修・協議会の登録料について 

日 時 2015 年 5 月 2 日(土) 10：00～ 

場 所 京都劇場・ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都 

出席義務者 会長・幹事・クラブ管理運

営・奉仕プロジェクト・ロータリー財団 

米山奨学・広報・会員増強各委員長 

  登録料はクラブ負担とする。  承 認 

(6)つくば学園ロータリークラブとの調印

式・交流会収支報告について 

 別紙報告の通り、承認する。 

(7)京都洛南 RC 創立 30 周年記念式典の出席

について 

 日 時 5月 30日(土)   

場 所 リーガロイヤルホテル京都 

 川邊副会長・石井会長エレクト 出席 


