
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 12日 第 1153回 本年度第 17回例会 

【次週例会予告】 

《1154回》11月 19日(水)  

  ｢滝桜の手入れ｣ 

     社会奉仕委員会 

【出席報告】11月 5日（免除会員 13名） 

会員総数                38名(13) 

出席会員                29名(8) 

出 席 率             87.88％ 

 

10月 22日 出席修正率  100％ 

スピーカー 

河井 規子氏(木津川市長)・茅早 祥一氏 

 

【御祝・表彰】 

☆誕生日御祝 

 14日 森岡会員夫人栄子様 

☆出席表彰 

 藤本会員 通算出席 11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 13日 木 

京都南 東大寺二月堂修二会 東大寺長老 松本 公誠 様 

京都西山 ロータリーと私、そして地区 R

財団学友会の近況 

建築家 地区 R 財団学友会会長 

山田 真也氏 

宇治鳳凰 家畜保健衛生所と家畜衛生の最

近の情勢 

京都府山城家畜保健衛生所 

所長 松田 誠一 様 

京都田辺 ロータリー財団フォーラム 地区財団資金推進委員 西口末和君 

11月 14日 金 

京都伏見 四川・川劇・変面 日本中華文学連合理事 中国四川省

成都市 川劇団技後継者 江 玉様 

京都乙訓   

京都城陽 健康法について  

11月 18日 火 

京都洛南 ロータリー財団について 地区財団補助金委員 松林 正高氏 

京都八幡 クラブアッセンブリ―  

宇治 まちづくり・まち育ては、人づ

くり・ひと育て 

京都府立大学地域連携副センター長 

杉岡 秀紀様 

11月 19日 水 京都朱雀   

 

 

 【行事予定】 

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 

26日 ミャンマー壮行会 

3日 年次総会  

第 6回定例理事会 

【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 

「われらの生業」 

   会長挨拶・幹事報告 

   委員会報告・ニコニコ箱報告 

 

    

13：00 ｢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 

      

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   

 

(10)2015 年 1 月 25 日(日) 地区職業奉

仕「講演会」の登録について 承 認 

(11)ロータリーデー・いづみホール交流

会の決算報告について   承 認 

【ニコニコ箱】 

小計 46,000円 累計 909,640円 

 

【誕生日のコメント】 

           岡林 正純 

私は昭和 22 年 11 月 10 日生まれで、

今年で 67 歳になります。いわゆる戦後

のベビーブーマー第一期生で、ゆり籠か

ら墓場まで競争といわれていました。今

後超高齢社会を迎えることになり、年

金・医療の社会保障に巨費がかかるた

め、消費税が増税され、年金が減額され、

医療の抑制が検討されようとしていま

す。 

私が父の後を継承して井手町で内

科・小児科医院を開業して 24 年になり

ます。同年の他分野の方々はほとんどが

退職され悠々自適の生活あるいは第 2の

就職をされ人生を楽しんでおられます。

開業医に定年はありませんのでいつま

でも医業を続けることはできますが、公

職医として職務ができるのは 75 歳まで

とされています。同学年の開業している

先生と話をすると、あと何年現役で開業

医を続けるかということが話題になり

ます。 

まだ体と頭が少しは働くので、少しで

も社会に役立てるようにロータリーの

職業奉仕の精神を持って貢献して行き

たいと思います。今後ともよろしくお願

いいたします。 

本日はどうもありがとうございました 

【前回の例会】 

 

新入会員入会式 北本会員 

京都山城ロータリー旗争奪少年野球大会 

 

 

 

 

 

 

            

 

【会長挨拶】 

皆さんこんにちは、今月はロータリー財

団月間でございます。その財団月間にお

ける卓話を地区にお願いしておりましたとこ

ろ、本日、財団資金管理委員会委員長で

あられます伊藤 孝夫さまにお越しいただ

きました。伊藤様におかれましては、遠方

のところ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。

みなさん後ほど伊藤さまから「ロータリー財

団地区補助金について」お話をいただきま

すので勉強して頂きたいと思います。 

我々のクラブの恒久基金寄付の実績は 

福井パストガバナーのお蔭で毎年 50,000 

ドルの実績を上げて頂いております。そし 

て、昨年度の我々のクラブの年次基金寄 

付の実績は、6,545 ドルで一人当たり年次 

基金寄付の実績は 177 ドルで目標額 180 

ドルに少し足りなく残念な結果でした。本年 

度の重点目標にも掲げさせて頂いておりま 

す、「世界でよいことをしょう」の標語を合い 

言葉に、北河原ガバナー様の活動方針に 

もありました、思いやりの心で年次基金 

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. 11月 16日(日)RLIパートⅢが、京都

文教学園にて開催され、裏出会長、

乾幹事が出席いたします。 

【幹事報告】 

1.例会変更のお知らせ 

☆奈良東 RC 11月 26日(水)移動例会 

 ビジター受付は、11 月 26 日(水)17：

30～18：00 まで、ホテル日航奈良 3F ロ

ビーにて行います。 

【理事会報告】 

 11 月 5 日(水)例会終了後、ラボ棟 4F

会議室にて、第 5回定例理事会を開催し

次の事項が審議されました。 

(1)10 月 4 日(土)移動例会及び家族親睦会

の決算報告について 

          承 認 

(2)12月 12日(土)移動例会及び忘年家族会

について            

 場 所 Le BENKEI（ル・ベンケイ） 

 時 間 例   会 17：30～ 

     忘年家族会 18：00～20：00 

 会 費 会 員 12,000円  

家 族 8,000円(中学生以上)  

5,000円(小学生以下) 

 送迎バスを運行する。    承 認 

(3)ロータリー ミュージック コンサー

ト予算について       承 認 

(4)創立 25周年記念式典について 

日 時 平成 27年 3月 14日(土) 

   式典 12：00～ 祝賀会 13：00～ 

場 所 京都府けいはんなホール 3F ﾅｲﾙ 

               承 認 

(5) つくば学園 RCとの交流行事について 

               承 認 

(6)情報集会の開催について 

 情報集会を 2015年 1月中に開催し、その

結果を 2月の例会に発表する。 

1人当り 2,000円を限度に補助 

テーマ及び開催方法については、橋田情

報委員長に一任します。    承 認 

(7)2015年 1月 7日(水)移動例会について 

場 所 岡田国神社 

時 間 参拝 12：00～例会 12：30～ 

理事会は、例会終了後に岡田国神社にて

開催する。         承 認 

(8)事務局のパソコン購入について 

 会長、幹事、会計に一任する。 

承 認 

(9)行事用ジャンパー作成について 

 今後の行事のために、50枚を作成する。 

               承 認 

 

 

 

 

 


