
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 11月 5日 第 1152回 本年度第 16回例会 

【次週例会予告】 

《1153回》11月 12日(水)  

  ｢ロータリー財団地区補助金について｣ 

   地区財団資金管理委員会 

   委員長 伊藤 孝夫氏 

【出席報告】10月 29日（免除会員 13名） 

会員総数                37名(13) 

出席会員                26名(6) 

出 席 率             83.87％ 

 

10月 15日出席修正率  100％ 

スピーカー 

周 霊怡様 (米山奨学生) 

【御祝・表彰】 

☆誕生日御祝 

6日 藤本会員 10日 岡林会員 

5日 高橋会員夫人玲子様 

8日 橋田会員夫人幸代様 

☆出席表彰 

 川邊会員 皆出席 29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 

11月 6日 木 

京都南 
極東は世界の発火点 

―近代日本の宿命 

京都大学名誉教授 中西 輝政様 

京都西山 博物館よもやま話 兵庫県立人と自然の博物館館長 

兵庫県立大学名誉教授 中瀬 勲氏 

宇治鳳凰 落 語 米酢亭坊瑠 松本 貴道様 

京都田辺 次年度理事候補者選挙  

11月 7日 金 

京都伏見 財団スピーチ  

京都乙訓   

京都城陽 東日本大震災における災害派遣 

22連隊 144日間の活動 

自衛隊宇治地域事務所 

11月 11日 火 

京都洛南 出会い、感謝・感謝の我が人生 (有)エムエーオー 高橋 真佐夫氏 

京都八幡 ロータリー財団フォーラム 地区ポリオプラス委員長  

本多保博 様 

宇治 21世紀の職業奉仕への提言 敦賀 RC 刀根荘兵衛様 

11月 12日 水 京都朱雀   

 

 

 【行事予定】 

8日 サンパウロ国際大会説明会 

   (京都タワーホテル) 

12日 例 会 

16日 RLI研修会 (京都文教学園) 

17日 7RC親睦ゴルフ大会 

19日 例 会「滝桜の手入れ」 

21日 第 2回ゴルフ同好会 

24日 木津川市空手道大会 

【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】 

ロータリー財団月間 

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 

   新入会員入会式 

 

13：00「木津川市のまちづくり」 

    木津川市長 河井 規子氏 

      

13：30 閉会点鐘 

 

13：45 第 5回定例理事会 

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】 

           藤本 卓司 

５７回目の誕生日になります。本当

にいつのまにか月日が経ってしまっ

たというのが実感で、本来は、そろそ

ろ円熟の境地に達しなければならな

いのかもしれませんが、気分は３０

代、４０代の頃とかわらず、それには

程遠いというのが現状です。 

私の家系は、父方も母方も、本来は、

どちらかといえば長生きの家系なの

ですが、父は５８歳、弟も４５歳で亡

くなりました。二人とも、飲酒、喫煙、

美食過多などの不摂生が原因の生活

習慣病の悪化が原因でした。 

そのため、母からは、「私の葬式をす

るまでは先に死んではならない」と厳

命されています。 

私も、皆様方ご存じのとおり、外に出

たときは、ときとして羽目を外しすぎ

たりしますが、家庭では妻の監視下で

食事に気をつけ飲酒もほんのわずか

にとどめており、今のところ大きな健

康上の問題は抱えていません。にとど

めており、今のところ大きな健康上の

問題は抱えていません。 

 ６０代が視界に入ってくると、やは

り、仕事でも好きな趣味でも５０代の

うちにやっておきたいことがたくさ

ん残っていることに気づきます。 

そこで、６０歳になるまでは、「陽

気に」、「勤勉に働き」、「よく遊ぶ」と

いう方針で過ごしたいと思いますの

で、今後ともよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

【ロータリーデー・いづみホール交流会】 

１１月１日(土) 木津川市中央交流会館 

 

 

 

【会長挨拶】 

皆さんこんにちは、朝夕めっきり冷え込

むようになりました。くれぐれもお体にご自

愛下さいますようお願いいたします。 

本日は、木津川市河井市長さまにお越

しいただいております。公務で大変お忙し

いにもかかわりませず当クラブにお越しい

ただきまして誠にありがとうございます。 

みなさん後ほど河井市長さまから「木津

川市のまちづくりついて」お話をいただき

ます。楽しみにして頂きたいと思います。 

今月は、ロータリー財団月間でございま

す。当クラブから地区の財団補助委員会

の方へ出て頂いております脇田パスト会

長さんが大変お詳しいと思いますが、財

団について少しお話をさせて頂きたいと

思います。ロータリー財団の正式名称は、

「国際ロータリーのロータリー財団」と呼ぶ

そうです。ロータリー財団は、「世界でよい

ことをしょう」を標語に、ロータリアンが健康

状態を改善し、教育への支援を高め、貧

困を救済することを通じて世界理解、親

善、平和を達成出来るようにする事にあり

ます。プログラムとしては、グローバル補

助金、パッケージ・グラント、地区補助金、

ロータリー平和センター、ポリオ・プラスが

あり、我々ロータリアンからの寄付の年次

基金寄付の全額の 50パーセントのお金と

恒久基金寄付の収益金の 50 パーセント

のお金が 3年後に、地区が使途を決定す

る活動資金が戻ってきます。当クラブは本

年度いただいておりませんが新地区補助

金がそれにあたります。 

本年度の重点目標に掲げさせて頂いて

おりますが、「世界でよいことをしょう」の標

語を合い言葉に財団寄付の増進にご協

力を宜しくお願いいたします。年次基金

寄付一会員「180 ドル」以上の達成を重ね

てお願いいたします。 

 

【クラブ報告】 

1. 京都山城ロータリークラブ細則第 3 条

第 1節(b)により、会長エレクトに対し、

次年度副会長、幹事、会計、会場監督及

び 7 名の理事候補者の指名を要請しま

す。 

2.本日より、北本健二氏が入会されます。 

 所属委員会  

社会奉仕委員会・クラブ広報委員会 

3.11月 8日(土)サンパウロ国際大会説明会

が京都タワーホテルにて開催され、吉本

国際奉仕委員長が出席します。 

【幹事報告】 

1.例会変更のお知らせ 

☆奈良 RC 11月 20日(木) 移動例会 

ビジター受付は、11 月 20 日(木)12：00

～12：30まで、奈良ホテルにて行います。 

【委員会報告】 

☆ロータリー財団委員会 

 高橋会員より、年次寄付を頂きました。 

☆米山奨学委員会 

 高橋会員より、特別寄付を頂きました。  

【ニコニコ箱】 

小計 46,000円 累計 863,640円 

 


