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2003 ～ 2004 年度役員 2005 ～ 2006 年度役員

2009 ～ 2010 年度役員2007 ～ 2008 年度役員

顧　問 山口　吉男 元会長

顧　問 工藤　香代子 前会長

顧　問 山口　吉男 前会長

役　職 氏　　名 所 属 団 体

会　長 工藤　香代子 学識経験者

副会長 稲味　史子 城陽市連合女性会

副会長 山岡　誠 （財）城陽市民余暇活動センター

理　事 新井　史人 城陽青年会議所

理　事 井上　美知子 国際ソロプチミスト南京都

理　事 岡田　正己 城陽ライオンズクラブ

理　事 蔭山　淳 京都城陽ロータリークラブ

理　事 柏本　光司 城陽市（2004 年度）

理　事 北尾　茂 日韓親善京都城陽協会

理　事 北尾　幸彦 京都やましろ農業協同組合城陽支店

理　事 木村　文子 城陽市教育委員会

理　事 久保　勝文 城陽商工会議所

理　事 関　昭 城陽市高齢者クラブ連合会

理　事 室崎　美代子 城陽市体育協会

理　事 八島　フジヱ 城陽市議会

監　事 小嶋　芳次 城陽市文化協会

監　事 清水　克彦 城陽市

顧　問 山口　吉男 前会長

役　職 氏　　名 所 属 団 体

会　長 富田　泰溥 学識経験者

副会長 高橋　正典 （財）城陽市民余暇活動センター

副会長 人見　章夫 城陽市体育協会

理　事 池原　晴幸 城陽市文化協会

理　事 井上　美知子 国際ソロプチミスト南京都

理　事 伊保　弘一 城陽ライオンズクラブ

理　事 島本　憲司
籾山　昭惠 城陽市教育委員会 （2009 年度）

（2010 年度）

理　事 谷　則男 京都やましろ農業協同組合城陽支店

理　事 中西　佳男
森澤　博光

京都城陽

ロータリークラブ
（2009 年度）
（2010 年度）

理　事 伴　トシ子 城陽市高齢者クラブ連合会

理　事 松本　勝生 城陽青年会議所

理　事 宮園　昌美 城陽市議会

理　事 山中　信和 日韓親善京都「さくらとむくげ」の会

監　事 久保　勝文 城陽商工会議所

監　事 水野　幸一
森　俊博 城陽市 （2009 年度）

（2010 年度）

顧　問 山口　吉男 元会長

顧　問 工藤　香代子 前会長

役　職 氏　　名 所 属 団 体

会　長 富田　泰溥 学識経験者

副会長 岡田　正己 城陽ライオンズクラブ

副会長 高橋　正典 （財）城陽市民余暇活動センター

理　事 新井　史人 城陽青年会議所

理　事 尾崎　仁三 城陽市文化協会

理　事 木村　文子
島本　憲司 城陽市教育委員会

2007 年 12 月
19 日交代

理　事 中西　佳男 京都城陽ロータリークラブ

理　事 中村　ひな子 国際ソロプチミスト南京都

理　事 西村　公一
谷　則男

京都やましろ農業
協同組合城陽支店

2008 年 9 月 
3 日交代

理　事 伴　トシ子 城陽市高齢者クラブ連合会

理　事 人見　章夫 城陽市体育協会

理　事 宮園　昌美 城陽市議会

理　事 山中　信和 日韓親善京都「さくらとむくげ」の会

監　事 久保　勝文 城陽商工会議所

監　事 水野　幸一 城陽市

役　職 氏　　名 所 属 団 体

会　長 工藤　香代子 学識経験者

副会長 岡田　正己 城陽ライオンズクラブ

副会長 山岡　誠 （財）城陽市民余暇活動センター

理　事 浅井　達志 京都城陽ロータリークラブ

理　事 新井　史人 城陽青年会議所

理　事 市村　俊行 城陽市文化協会

理　事 井上　美知子 国際ソロプチミスト南京都

理　事 柏本　光司
水野　幸一 城陽市 （2005 年度）

（2006 年度）

理　事 木村　文子 城陽市教育委員会

理　事 西村　公一 京都やましろ農業協同組合城陽支店

理　事 野村　修三 城陽市議会

理　事 伴　トシ子 城陽市高齢者クラブ連合会

理　事 人見　章夫 城陽市体育協会

理　事 山中　信和 日韓親善京都「さくらとむくげ」の会

監　事 久保　勝文 城陽商工会議所

監　事 清水　克彦
柏本　光司 城陽市 （2005 年度）

（2006 年度）



28

役　職 氏　　名 所 属 団 体
会　長 辻　文明 学識経験者

副会長 池原　晴幸 城陽市文化協会

副会長 皿木　睦夫 （公財）城陽市民余暇活動センター

理　事 有村　誠 城陽青年会議所

理　事 奥田　敏晴 城陽ライオンズクラブ

理　事 谷　則男 JA 京都やましろ

理　事 西岡　京子 国際ソロプチミスト南京都

理　事 藤城　光雄 城陽市議会

理　事 森澤　博光 京都城陽ロータリークラブ

理　事 安井　さかゑ 城陽市教育委員会

理　事 山口　潔 城陽市体育協会

理　事 山中　信和 日韓親善京都「さくらとむくげの会」

監　事 西江　敏和 城陽商工会議所

監　事 森　俊博 城陽市

2013 年度役員

顧　問 山口　吉男 元会長

顧　問 工藤　香代子 元会長

顧　問 富田　泰溥 前会長

2013 年 7 月 6 日現在

役　職 氏　　名 所 属 団 体
会　長 富田　泰溥 学識経験者

副会長 皿木　睦夫 （公財）城陽市民余暇活動センター

副会長 人見　章夫 城陽市体育協会

理　事 有友　史 国際ソロプチミスト南京都

理　事 池原　晴幸 城陽市文化協会

理　事 小西　繁夫
奥田　敏晴 城陽ライオンズクラブ 2012 年 10 月 3 日交代

理　事 谷　則男 JA 京都やましろ

理　事 畑中　完仁 城陽市議会

理　事 松本　勝生 城陽青年会議所

理　事 森澤　博光 京都城陽ロータリークラブ

理　事 安井　さかゑ 城陽市教育委員会

理　事 山中　信和 日韓親善京都「さくらとむくげの会」

監　事 西江　敏和 城陽商工会議所

監　事 森　俊博 城陽市

2011 ～ 2012 年度役員

顧　問 山口　吉男 元会長

顧　問 工藤　香代子 前会長
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表彰状贈呈

団体・法人・賛助会員

京都城陽ロータリークラブ 近畿砂利協同組合
国際ソロプチミスト南京都 公益財団法人　城陽市民余暇活動センター
城陽市体育協会 城陽商工会議所
城陽市私立幼稚園協議会 城陽青年会議所
星和電機（株） 日韓親善京都「さくらとむくげの会」
山吉漆紙工業（有） 

個人会員

岡田　光生 奥田　敏晴 奥西　昭代
柏本　光司 北澤　扶三代 工藤　香代子
久保田　信一 小嶋　芳次 佐藤　公美
島本　憲司 清水　克彦 シュペネマン・クラウス
田中　信三 南部　茜 南橋　光子
森　俊博 若林　茂

感謝状贈呈

団体・法人・賛助会員

我愛中国 JA 京都やましろ
城陽市文化協会 城陽ライオンズクラブ
日本ボーイズカウト城陽第 1 団育成会

個人会員

荒川　武 一坊寺　謙一 井上  美知子
岡井　喜明 岡本　義人 小笹　克正
嘉住　佳巳 久保　紀子 上妻  喜久男
河野　容子 澤井　敏郎 篠原　充子
杉井　和男 杉村　等 高橋　正典
竹村　心一 田畑  慶次 土橋　節彦
出島　永 長田　正 髭　政治
平田　秩子 古瀬　善啓 松浦　静香
松本　常雄 御前　みち子 峯松　功績
村瀬　豊 村田  淳子 森　博央
森本　安太朗 吉井　康雄 吉岡　喜彦
渡邊　郁代 渡辺　理一

（敬称略、五十音順）

設立 20 周年記念式典表彰状・感謝状贈呈者名簿



編集後記

20周年記念誌部会

副会長　 人見　章夫　

理　事　 有友　史

理　事　 山中　信和

監　事　 西江　敏和　

城陽市国際交流協会設立 20 周年を迎えるに

当たり、記念誌「かけはし」を発刊することに

なりました。

20 年と言えば成人式を迎えたことになりま

す。この 20 年間はまさに手探りの状況からス

タートし、色んな事業を試行錯誤しながら展開

して来たと言えるでしょう。

姉妹都市間を中心にした国際交流、語学講座、

会員の各種研修、総会の記念イベント、日本

語支援ボランティア活動、協会だよりの発行な

ど・・・・。

記念誌の編集に際しては直近の「10 年間の

あゆみ」の充実に注力しましたが、当協会の活

動状況を振り返り、次の 10 年に向けての活動

のあり方、進め方を考えるきっかけになればと

思います。

最後になりましたが、祝辞や原稿を頂戴致し

ました皆様に厚くお礼を申し上げます。

2013 年 8月

城陽市国際交流協会 設立 20 周年記念誌

発行：城陽市国際交流協会

〒 610-0121　
京都府城陽市寺田西ノ口 7-4　西邦ビル 2階
Tel:0774-57-0713 Fax:0774-57-0714
URL : http://www.jiea.jp/
E-mail：inquiry@jiea.jp
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