
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 7月 2日 第 1137回 本年度第 1回例会 

【次週例会予告】 

《1138回》7月 9日(水)  

   ｢理事・役員就任挨拶｣ 

 

【行事予定】 

9日 例 会 

13日 職業奉仕担当者研修会 

  (TKPガーデンシティ京都) 

16日 第 1回クラブアッセンブリ― 

19日 青少年グループ合同会議 

  （京都ホテルオークラ） 

23日 北河原公敬ガバナー公式訪問 

第 2回クラブアッセンブリ― 

27日 RLIパートⅠ研修会 

  （京都文教学園） 

30日 休 会 

 

8月 

6日 第 2回定例理事会 

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 

7月 3日 木 

京都南 就任挨拶 理事・役員 

京都西山   

宇治鳳凰 就任挨拶  

京都田辺 就任挨拶 会長・幹事・SAA・会員増強委員長 

7月 4日 金 

京都伏見 会長・幹事就任挨拶 一瀬 倫会長・人見 康裕幹事 

京都乙訓 就任挨拶 田中伸二会長・民秋 

京都城陽 就任挨拶 会長・幹事・副会長・SAA 

7月 8日 火 

京都洛南 理事就任挨拶  

京都八幡 ガバナー公式訪問所感 RI第 2650地区ガバナー 

北河原 公敬様 

宇治 就任挨拶 理事役員 

7月 9日 水 
京都朱雀 クラブ・デー 

就任挨拶 

 

 

 

【出席報告】6月 25日（免除会員 12名） 

会員総数                38名(12) 

出席会員                29名(9) 

出 席 率              82.9％ 

 

6月 18日出席修正率  100％ 

【御 祝】 

☆誕生日御祝 

 3日 中川会員 

【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】 

12：30 開会点鐘 

｢君が代」｢奉仕の理想｣ 

   会長挨拶・幹事報告 

   委員会報告・ニコニコ箱報告 

   新入会員入会式 

 

13：00 ｢理事・役員就任挨拶｣ 

 

 

13：30 閉会点鐘 

 

13：45 第 1回定例理事会 

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   

 
3.IM第 3組登録のご案内 

 日 時 8月 17日(日) 受付 12：30～ 

     懇親会 17：30～ 

 場 所 京都ホテルオークラ 

 テーマ ともに語ろう 

 登録料 3,000円 締切 7月 25日(金) 

4.本日例会終了後、第 1 回定例理事会を開催

します。理事の方々は、出席をお願いしま

す。 

 

【前年度理事会報告】 

 6月 25日(水)臨時理事会(持ち回り)にて、

東会員の退会、木村治久(株)けいはんな社長

の入会が承認されました。 

【前年度幹事報告】 

 6月 25日(水)の例会にて、京都山城ロータ

リークラブ定款・細則の変更が承認されまし

た。2014年 7月 1日より施行致します。 

【前年度委員会報告】 

☆米山奨学委員会 

 米山記念奨学会より、橋田会員(第 2回米山

功労者)、大井会員(第 3回米山功労者)、神田

会員(第 5 回米山功労者)に対して、感謝状が

贈られてきました。 

 

【ニコニコ箱】 

 小 計 66,000円 累 計 2,068,275円 

【前回の例会】 

新旧引継例会  酔 月 

 

橋田年度から裏出年度へ槌引継 

 

【会長挨拶】 

皆さんこんにちは、いよいよクラブ会 

長という大役を頂きその光栄と重責をに

なう年度がはじまりました。これからの

一年、皆様のご協力を得て、私の情熱と

努力を傾ける覚悟でございます。どうか

宜しくお願い申しあげます。 

前年度の橋田会長・藤本幹事・理事役員

の皆様、一年間本当にご苦労様でした。メ

インテーマに「かけがえのない私のクラブ」

を掲げられ、又、目標の一つに未来の地域

にとってかけがえのないクラブにとの思いか

ら、将来の子供たちへの活動として、ロータ

リー杯争奪戦の少年野球大会、ジュニア・ロ

ボットフェスティバルの開催等、ちいさなロ

ータリーファンを作っていただいたと思って

おります。 私たちも、いろいろと勉強させて

いただきました。本当に一年間ありがとうご

ざいました。 

今年度は、前回のクラブアッセンブリ

ーでご協議頂いたとおり、スローガンを

「地元地域で輝くクラブを」とさせて頂

き、創立 25年の歴史を大切にし、思いや

りの心で地元の人々の関心を引く事業を

実施し、地元の皆様に認められるクラブ

をめざしたいと考えております。 

RI 理事会において、「ロータリーアン

の職業宣言」を「ロータリーの行動規範」

に変更されました。その 5 項のうちの第

1項に「個人として、また事業において、

高潔さと高い倫理基準をもって行動す

る」とあります。 

倫理性の向上を図り、地元の皆様に愛

され尊敬される人、ロータリーアンで有

らねばならないと考えます。 

ロータリーに対する魅力が無くなって 

きている昨今ですが、今こそ吾々現役ロ

ータリーアン自ら厳しい行動規範を示

し、ロータリーの理想を求めていく必要

があるのではないでしょうか。 

 

ロータリーアンは、高潔性をもって

約束を守り抜き、倫理を守ります。 

さすがロータリーに入っておられる

ロータリーアンは、高潔性をもって約束

を守り抜き、倫理を守ります。 

さすがロータリーに入っておられる方は 

違うなと思っていただけるロータリーアン

でなければなりませんし、それでこそクラ

ブの発展につなげることが出来るものと思

います。当然会員増強がたやすくなるでし

ょう。 

自分達の職業のスキルを生かし、地域社

会の問題に取組み、地元の皆さんにロータ

リーの存在感を高める努力を全会員でしよ

うではありませんか。 

どうかこの一年間宜しくお願い申しあげ 

ます。 

 

 

【クラブ報告】 

1. 本日は、橋田前会長・藤本前幹事に対し

て、前年度のクラブ運営に多大なご尽力

を頂きましたことに感謝して、記念品を

贈呈致します。 

1年間ご苦労様でした。 

2.本日から、(株)けいはんな代表取締役社

長木村治久さんが入会されます。 

3.ガバナー事務所より、R.L.I.ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝﾘ

ｰﾀﾞｰの委嘱状と DL研修会の認証状が、裏

出会長に送られてきました。 

 

【幹事報告】 

1. 会費納入のお願い 

7月～9月分の会費、75,000円の納入を

お願いします。南都銀行振替の方は、7

月 10日に 75,108円(108円振替手数料)

が引落されますので、宜しくお願い致し

ます。 

2. 例会変更のお知らせ 

☆京都伏見RC7月18日(金)→7月19日(土) 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は、18日(金)11：30～12：30

まで、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都にて行います。 


