
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 3月 14日 第 1167回 本年度第 31回例会 

【次週例会予告】 

《1168回》3月 25日(水)  

  「木津警察署管内の治安情勢と 

違法薬物事犯の現状と課題」 

   木津警察署 署長 山下 輝芳氏 

【出席報告】3月 4日（免除会員 13名） 

会員総数                39名(13) 

出席会員                25名(6) 

出 席 率             78.13％ 

 

2月 18日 出席修正率  93.94％ 

スピーカー・ゲスト 

加賀見奈保様 中村麻衣子様 

米田仁子様(ピアノ伴奏) 

【御祝・表彰】 

☆結婚記念日御祝 

 18日 木村会員 銀婚式(25年) 

 

☆誕生日御祝 

 21日 木村会員 22日 森元会員 

 24日 小西会員夫人勝代様  

 

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 

3月 19日 木 

京都南 南の風に助けられて 西村 信行会員・西村七兵衛会員 

京都西山 岡部ピアニスト送別会  

宇治鳳凰 周年記念例会最終打ち合わせ  

京都田辺 最近のフランスの政治、文化に

ついて 

スミス外国語アカデミー 

スミス・ダヴィット 様 

3月 20日 金 

京都伏見 新会員スピーチ 川手 直子会員・神山 円三会員 

京都乙訓 日本における難民保護の現状と

課題 

ロータリー財団奨学生  

小川 昴子様 

京都城陽 道徳教育による北城陽中学校の

再生 

全日本中学校道徳教育研究会参与 

元北城陽中学校長 田畑 豊様 

3月 17日 火 

京都洛南 四柱推命が教えてくれる決断の

スイッチを入れる時 

運勢診断士 高島易断京都鑑定所 

寿周会理事 高島 直妙様 

京都八幡 京都田辺交換スピーチ マイケル・コックス様 

宇治 休 会  

3月 18日 水 京都朱雀 琳派４００年 (株)京都新聞社 山中 英之氏 

 

 

 【行事予定】 

15日 会長エレクト研修セミナー 

   (ホテルグランヴィア京都) 

18日 休 会 

21日 京都南部グループ会員増強会議 

   (新京都センタービル 3F会議室) 

25日 例 会 

28日 宇治鳳凰ロータリークラブ 

   創立 25周年記念例会・祝宴 

【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】 

識字率向上月間 

10：45 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 

11：00 閉会点鐘 

 

11：10 式典の役割分担につく 

 

12：00 創立 25周年記念式典 開会 

 

13：00 祝賀会 開宴 

15：00 閉宴 

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   

 

 6月 17日(水) 第 6回クラブアッセンブリ

―として、本年度活動報告と次年度活動計

画を発表する。 

 6月 24日(水) 退任挨拶    承 認 

 

【委員会報告】 

☆ロータリー財団委員会 

 中岡会員、吉本会員、井川会員より、年次

寄付を頂きました。 

☆米山奨学委員会 

 中岡会員、吉本会員、井川会員より、特別

寄付を頂きました。 

 

【ニコニコ箱】 

小 計 32,000円 累 計 1,495,640円 

 

    

 

【誕生日のコメント】  森元 光雄 

私は 3月 22日で満 64才になります。 

この 1 年間は風邪も引かず いたって健

康です。仕事は程々にして野菜作りや稲

作に勤しんでおります。クラブの会員に

成って１年になります。毎週の例会に出

席して皆さんとお会い出来るのが楽しみ

です。稲作も年々作付面積が増え今年は 6

反弱になりました。米つくりはお金が掛

ります。少しでも楽をしたいため機械や

道具を購入し、肥料代を払い 米の価格

は年々下がり残ったものは健康だけで

す。近頃同年代で熟年離婚が見受けられ

ます。家内に逃げられ いや私の場合は

粗大ごみ出されないためにも夫婦円満、

健康に注意を払って昼夜元気にすごした

いものです。最後に愛情を込めて作った

おいしいお米を買ってください。 

【前回の例会】 

   

皆出席 18年福井(康)会員  

皆出席 25年徳山会員 

    

歌唱指導 加賀見様 

【会長挨拶】 

創立 25 周年を迎える記念すべき年度

の会長として、クラブ運営に携わらせて

頂き、皆様のご指導とご協力により、今

日まで来させて頂きましたことに感謝

を申上げます。そして今日がまさに我々

のクラブの創立記念日であり、創立 25

周年記念式典及び祝賀会の開催の日と

なりました。 

25 周年という一つの節目を迎えて全

会員でこの日をお祝いし、心を新たにし

て次なるステージへと歩み出すステッ

プまたはスタートとして、「地元地域で

輝くクラブを」皆さんと共に築いていき

たいと考えます。創立当時の諸先輩方々

が目指された崇高な志の思いを引き継

ぎ、25年の歴史を大切にしながら、ロー

タリーの好ましい存在感を伝え、思いや

りのある心で地元地域の人々に認めて

いただくクラブをめざして行きましょ

う。 

今日は、皆様に大変お世話をかけます

が、多くのご来賓の方々をお迎えしてい

ます。「ロータリーは心くばり」の気持

ちを忘れずに、「おもてなし」を宜しく

お願いいたします。 

【クラブ報告】 

1.3 月 21 日(土)京都南部グループ会員

増強地域別会議が、新京都センタービ

ルにて開催され、石井会長エレクト、

上村会員増強委員長が、出席いたしま

す。 

【幹事報告】 

1. 例会変更のお知らせ 

☆京都西山 RC 3月 26日(木) 休 会 

 ビジター受付は、17；00～18：00まで

ホテルグランヴィア京都にて行いま

す。 

 

 

 

☆京都城陽 RC 3月 27日(金) 移動例会 

 ビジター受付は、11：30～12：30まで城陽

産業会館 3Fにて行います。 

☆奈良西 RC 4月 9日(木) 時間変更 

 ビジター受付は、17：30～18：00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】 

3月 4日(水)例会終了後、第 9回定例理事

会が開催され、下記の事項が審議されまし

た。 

(1) 創立 25周年記念式典・祝賀会について 

創立 25周年記念実行委員会から、記念式

典・祝賀会タイムテーブルの確認報告を 

承認する。 

(2) つくば学園ロータリークラブ姉妹クラブ

継続調印式・交流会行事について 

別紙添付資料・タイムテーブルを承認                        

(3) 「ロータリーミュージックコンサート」

の決算報告について 

報告の通り承認する。 

(4)5月 13日(水)第 11回定例理事会開催時間

の変更について 

 例会後、国立国会図書館の見学会を予定し

ているので、例会前に理事会を開催した

い。             承 認 

(5)RYLA受講生について 

 受講生 浦井 康司様 (株)福寿園勤務 

 藤川青少年委員長が、福井会場まで見送る 

 受講費、交通費は、クラブ負担。 

                承 認 

(6)例会予定の変更について 

 6月 10日(水)、例会場が(株)けいはんなの

都合で、使用できないため、 

 6月 10日(水) 移動例会として、新旧引継

会を「酔 月」にて行う。 

 

 


