
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 9月 17日 第 1146回 本年度第 10回例会 

【次週例会予告】 

《1147回》9月 24日(水)  

  ｢最近の中学生について｣ 

   木津川市立木津第 2中学校 

      校長 森岡 康彰氏 

【出席報告】9月 10日（免除会員 13名） 

会員総数                37名(13) 

出席会員                27名(7) 

出 席 率             90.00％ 

 

9月 3日出席修正率  100％ 

 

ゲスト 

田尻 儀久氏 

 

【誕生日御祝】 

20日 山口会員 

 

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 

9月 25日 木 

京都南 
ホスピタル・クラウン活動の現

場から 

日本ホスピタル・クラウン協会 

理事長 大棟 耕介様 

京都西山 公式訪問を終えて  

宇治鳳凰 クラブ新世代フォーラム 

財団補助金事業ふるさと 21 

子ども大茶会について 

梅村 岳伸 新世代委員長 

京都田辺 ガバナー公式訪問所感 RI第 2650地区ガバナー 

北河原 公敬氏 

9月 26日 金 

京都伏見 新世代クラブ・フォーラム JFL佐川印刷 SC ヘッドコーチ 

2002年日韓杯日本代表 森岡隆三氏 

京都乙訓 創立 45周年記念事業について 創立 45周年記念事業実行委員会 

京都城陽 第 3回クラブアッセンブリー  

9月 23日 火 

京都洛南 休 会  

京都八幡 休 会  

宇治 休 会  

9月 24日 水 
京都朱雀  公）京都市観光協会 

専務理事 岡田 秀人氏 

 

 

 【行事予定】 

20日 地域別職業奉仕担当者会議 

  (京都ホテルオークラ) 

24日 例 会 

10月 

4日 移動家族例会(山城森林公園) 

8日 第 4回定例理事会 

15日 休 会 

22日 例 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】 

新世代月間 

 

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 2回クラブフォーラム・ 

        青少年奉仕委員会」 

      

      

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   

 

【誕生日のコメント】 

橋田 裕樹 

１３日で５４歳になります。仕事関係

では長老の部類になり病気や老後や後継

者の話しが飛び交っています。若いとき

は５５歳にはリタイアし俗世間から離れ

た生活をしたいと考えていましたが、大

きな環境の変化が１０年前にあり当分リ

タイアできなくなりました。昨年は夏に

転倒による足の捻挫で１ヶ月のギブス生

活、秋には植木鋏で指を切り８針縫い冬

には右手親指捻挫と、体力・知力・集中

力の衰えを感じました。このままではダ

メだと思い、朝のウォーキングを開始し

生活パターンを朝型に変えましたが、精

神力の弱さからアルコールは減らすこと

が出来ません。息子も来年小学校に入学

します、今後はロータリーの先輩方のよ

うに年を重ねるごとに元気になるように

したいと思いますのでご指導よろしくお

願いいたします。 

 

 

【誕生日を迎えて思ったこと】 裏出豊 

 私は、昭和 26年 9月 15日の辛卯(かの

とう)生まれで満 63歳になります。私は、

時には手間を省くために物事を端折って

しまうことが日々の生活で多くあり、今 

日の一日のことを思い返しては反省ばか

りしております。 

夏目漱石の「草枕」の一節に「智に働

けば角が立つ。情に棹(さお)させば流さ

れる。意地を通せば窮屈だ。とかくに人

の世は住みにくい」とあります。人間の

置かれている立場はいつの世も同じで、

自分の現在置かれている立場は何なのか

を常に自問自答し、しっかりとした信念

を持って生きて行こうと思いました。 

 

この一年間クラブ会長として、出来る

限りの情熱と努力を傾ける覚悟でござ

います。皆様方のご協力を賜りますよう

宜しくお願いいたします。 

 

【誕生日のコメント】  池田慶四郎 

 私は、9月 16日で 76歳。自分の齢を

数字で書き驚く。先日ある集会で釋徹宗

先生の法話を聴聞する機会があった。私

のこれから先を新めて考えてみようと

いう想いに気づかされました。認知症の

人を見て可愛相だと思いますが、認知症

の人は自分を可愛相だと思っておられ

るだろうか？何故なら自分の記憶を過

去に置いて来られたのだから。苦になら

ないのではないかとおもわれます。忘れ

る事は幸せという事もある。知っている

から苦しみもある。また自分の枠組み

に、しがらみに取り付かれるから苦しみ

もある。仏語(ぶっご)で三毒とは貪欲、

瞋恚(しんに)、愚痴と言われている。そ

れを自分に取入れ、これからの人生観を

考えて行く事が大切かなと法話を聴聞

しながら思った次第であります。まだま

だ三毒にどっぷりと浸っている私です

が、どうか今後もお付き合い戴きご指導

ご鞭撻宜しくお願いいたしします。 

 

【前回の例会】 

  

誕生日御祝  

池田会員・高橋会員・裏出会員 

【会長挨拶】 

皆さんこんにちは、今日は、新世代のた 

めの月間でもあり、青少年委員会の第 2 回

クラブフォーラムの日であります。 

第 1回クラブフォーラムでもお話しま 

したが、クラブフォーラム(クラブ討論会)

は、五大奉仕の中から問題を取り上げ、そ

の実施、推進について全会員が討論して進

路を見出そうとする会合です。本日は青少

年問題を取り上げて頂いてのクラブフォー

ラムであります。藤川委員長さん宜しくお

願いいたします。 

本日のクラブフォーラムで、青少年奉仕 

とは何なのか、ロータリアンの責務とされ

ている青少年の将来への準備をさせるには

一体何ができるか、青少年の多様なニーズ

を支えるプロジェクトにどのように取り組

めば良いか討論していだき、自分たちで青

少年奉仕の理解を深めて頂きたいと考えま

す。1923年、セントルイス国際大会で「善

良で健全な市民を育てる」という観点から

青少年奉仕活動が討議され、当初は社会奉

仕委員会の小委員会として発足しました。 

そして、次時代の青少年育成の重要性か

ら第五部門と呼ばれたこともあったが、

2010年規定審議委員会で正式に第五奉仕部

門として承認され、本年度に新世代奉仕か

ら青少年奉仕に名称が変更されました。  

青少年奉仕とは、青少年交換、インター

アクト、ローターアクト、ロータリー青少

年指導者養成プログラムなどを通じて才能

と熱意を呼び起こし、奉仕と責任感を育て

ることが目的とされております。 

 

 

【クラブ報告】 

1.9月 20日(土)地域別 職業奉仕担当者会

議が京都ホテルオークラにて開催され、

高橋職業奉仕委員長が出席します。 

 

【委員会報告】 

☆ロータリー財団委員会 

 尾﨑会員より、年次寄付を頂きました。 

☆親睦活動委員会 

 10月 4日(土) 松茸狩家族例会 

 例会開始の時間が 30分早まります。 

 例会開始 12：00～12：30 

 懇親会  12：30～ 

【ニコニコ箱】 

小 計 45,000円 累 計 477,000円 


