
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 13日 第 1157回 本年度第 21回例会 

【次週例会予告】 

《1158回》12月 17日(水)  

  第 4回クラブフォーラム 

  「社会奉仕委員会」 

    福井康裕社会奉仕委員長 

【出席報告】12月 3日（免除会員 13名） 

会員総数                38名(13) 

出席会員                29名(7) 

出 席 率             85.71％ 

 

11月 19日 出席修正率  100％ 

 

 

スピーカー・ゲスト 

奥西伊佐男氏(京都田辺 RC) 

北浦 曉氏(井手町教育委員会) 

榎波 葵佐子様・二見富有美様 

椛澤 真希様（ベリーズけいはんな） 

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 18日 木 

京都南 年末会員家族懇親会  

京都西山 年忘れ家族親睦会   

宇治鳳凰 クリスマス家族例会  

京都田辺 クリスマス家族例会  

12月 19日 金 

京都伏見 自己紹介と不動産鑑定評価のス

スメ 

私のあゆみ そして、これから 

吉村 将人会員 

 

井澤 俊幸会員 

京都乙訓 移動例会  

京都城陽 バランス食について 城陽市福祉保健部健康推進課 

管理栄養士 堀内 梓様 

12月 16日 火 

京都洛南 新入会員スピーチ 道端 弘之会員 高橋泰一会員 

京都八幡 会員スピーチ 福井 仁司会員 

宇治 年忘れ放談 午年生まれの会員 

12月 17日 水 京都朱雀 移動例会  

 

 

 【行事予定】 

17日 第 4回クラブフォーラム 

   社会奉仕委員会 

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 

【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 

移動例会 忘年家族会 

17：30 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 

      

17：45 閉会点鐘 

 

18：00 忘年家族会 

 

20：00 「手に手つないで」 

 

 

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   

 

4月 12日(日) 

新会員セミナー    

登録料 3,000円          

以上の登録料は、 クラブ負担 

4月 12日(日)      

本会議 場 所 なら 100年会館 

登録料  10,000円   個人負担 

 全員に登録をお願いする。                    

              承 認

(6)行事用ジャンパーの色について 

緑色で発注する。     承 認 

(7)京都 乙訓 RC 創立 45 周年記念式典

出席につき御祝金について 

 平成 27年 2月 7日(土)  

ホテル京都エミナース 

 御祝金クラブ負担    承 認 

 

 

【委員会報告】  

☆ロータリー財団委員会 

 徳山会員より、年次寄付を頂きまし

た。 

☆米山奨学委員会 

 徳山会員より、特別寄付を頂きまし

た。 

 

【ニコニコ箱】 

小計 36,000円 累計 1,035,640円 

 

【前回の例会】 

   

脇田会員皆出席 23年 

森元会員 皆出席 1年 

 

けいはんなベリーズの皆様 

【会長挨拶】 

本年度も出航させていただき、皆様の

ご協力のもと半年が経とうとしており

ます。社会奉仕委員会の奉仕事業とし

て、｢ロータリーデーいづみホール大交

流会｣の開催を 11 月 1 日に実施して頂

き、テリトリー内の障害施設の方々、障

害施設利用者の方及びご家族の皆様に

大変喜んで頂き、大成功に終えて頂きま

した。亦、国際奉仕事業として、吉本委

員長さんはじめ 5名の方々が今月 6日か

ら昨日にかけて、ミャンマーの子供達へ

の支援事業に行って頂きました。ミャン

マーの小学校への教育資材及び設備の

寄進・孤児院の子供達への生活必需品の

寄進・ミャンマーの人々との交流を趣旨

として訪問をしていただき、昨日に帰国

され大変お疲れの事と思います。ありが

とうございました。 

しかし、本年度はまだ半年残っており

ます。創立 25周年事業として 1月 31日

開催のロータリーミュージックコンサ

ートと本年度のメインイベントであり

ます、3月 14日の創立 25周年記念式典

及び祝宴会があります。地元地域で輝く

クラブをめざす為にも、次なるステージ

をめざす為にも、本日のこの忘年家族会

で親睦をよりいっそう深めて頂き、周年

記念事業を全会員で成功裏に結び付け

て頂きますようお願い申し上げます。 

 

【幹事報告】 

1. 例会変更のお知らせ 

☆奈良 RC 12 月 18 日(木) 時間変更 

 ビジター受付は、12 月 18 日(木)12：

00～12：30 まで奈良ホテルにて行い

ます。 

 

☆奈良西 RC 12月 18日(木) 会場変更 

 1 月 8 日(木) 会場変更 

 ビジター受付は、両日とも 17；30～

18：00 まで奈良ロイヤルホテル 1F

フロント横にて行います。 

 

【理事会報告】 

12 月 3 日(水)例会終了後、第 6 回定 

例理事会がけいはんなラボ棟 4F 会議

室にて開催され、下記の事項が審議・

承認されました。 

(1) 事務局員年末手当について 承 認 

 

(2)年末年始事務局休みについて 

 2014年 12月 25日(木)～2015年 1月

5日(月)         承 認 

 

(3)25周年記念事業予算について 

 特別積立金から適正な金額を検討し

て支出する。 

 会 費 会員 15,000円、 

家族 10,000円 

              承 認 

 

(4)ロータリー・ミュージックコンサー

トについて 

 進捗状況説明を承 認 

 

(5)地区大会登録について 

日 時 2015年 4月 11日(土)・12日(日) 

場 所 なら 100 年会館・ホテル日航

奈良 

4月 11日(土) 

R.I.会長代理ご夫妻歓迎晩餐会   

会長・幹事 登録料 20,000円 

 

 

 


