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   「「「原点回帰原点回帰原点回帰   ロータリーのきずなとともにロータリーのきずなとともにロータリーのきずなとともに   」」」 

 ２０１２年１２月２２日（土） ウェスティン都ホテル京都年7月7日（水 

 

                   於：鳳凰の間 

17:10～ 

・開会の点鐘 

・国歌斉唱 

・ロータリーソング「奉仕の理想」 

・会長の時間 

・幹事報告 

・出席状況報告 

・閉会点鐘 

 

・集合写真撮影    

 

 

 

 

18:10～               於： 葵殿        

・開会 

・親睦委員長挨拶       西田委員長 

・開会宣言           高島会長 

・乾杯              今中会員 

・食事の時間 

・アトラクション 

・閉会宣言          原田副会長 

・ロータリーソング「手に手つないで」 

・閉会 

 

『奉仕の理想』 
  奉仕の理想に 集いし友よ 

  御国に奉げん 我等の業 

  望むは世界の 久遠の平和 

  めぐる歯車  いや輝きて 

  永久に栄えよ 我等のロータリー 

  ロータリー 

出席会員氏名 40名 敬称略 

藤原和彦  原  正和  原田武夫  畠仲  聡 

初木賢司  日野守之  平尾公介  今中七郎   

今西義人  稲田博旭  稲田義治  岩本昌治   

駕田  毅  川島吉博  北川順清  北村  隆  

小林正彦  小北英夫  小西武夫  國田欣吾  

三木  彰  南   武  宮田  明  中村雄策  

中西庸夫  西田英夫  岡山量正  重田惠年  

嶋田愛親   多田利生  橘喜久夫  高島叔孝   

田中一眞  上野  徹  上山芳次  山口伊太郎  

山口尚志   山本正夫    山中  卓  米田  勉 

  

出席ご家族氏名 ４７名 敬称略 

 

原 まどか様 原 ちさと様 日野正美様 稲田直美様 

岩本文恵様 岩本昌英様 岩本慶子様 岩本桜昌様 

岩本恵奈様 吉井隆晃様 吉井紀恵様 吉井駿太郎様 

大石裕介様 大石和恵様 大石悠人様 北川一美様  

北川 葵 様 北川和樹様 小北比呂美様 三木幸子様  

三木 妙 様 金田宗也様 金田朋子様 金田一希様 

金田葵衣様 金田知彦様 金田厚保子様 宮田洋子様  

中村孝太郎様 中村慎吾様 西田裕子様 西田有希様 

西田光佑様 西田壮佑様 岡山智久子様 多田咲恵様 

橘 佳代 様 高島とよ枝様 高島由貴様 高宮 順 様 

高宮陸人様 田中和美様 上山順子様 上山芳明様  

上山正弥様 上山紗弥様 上山芳輝様   

 

米山奨学生 董璞玉（トウボクギョク）様 
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