
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   
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2014年 10月 22日 第 1150回 本年度第 14回例会 

【次週例会予告】 

《1151回》10月 29日(水)  

  ｢米山奨学生スピーチ｣ 

    周 霊怡 様 

【出席報告】10月 8日（免除会員 13名） 

会員総数                37名(13) 

出席会員                25名(7) 

出 席 率             83.33％ 

 

 

10月 20日出席修正率  96.66％ 

 

 

【誕生日御祝】 

23日 脇田会員 

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 

10月 23日 木 

京都南 
日本の針路を考える 

―インテリジェンスを武器に― 

外交ジャーナリスト・作家 

手嶋 龍一 様 

京都西山 職業奉仕について 職業奉仕委員長 中野 種樹君 

宇治鳳凰 指物・道具・漆に魅せられて 木工家 市川 正人様 

京都田辺 接客業のすばらしさ 京都八幡 RC 会員 佐藤ゆかり様 

10月 24日 金 

京都伏見   

京都乙訓 ロータリーの輪と日中友好の架

け橋 

米山奨学生 馬 超 様 

京都城陽   

10月 28日 火 

京都洛南 クラブデー  

京都八幡 会員スピーチ  

宇治 父・水原房次郎蔵美術館オープ

ン 

三代沢 史子様 

10月 29日 水 
京都朱雀 認知症介護の現場（グループホ

ームてらど）からの報告 

(有)ティー・エム・メディカルサー

ビス 代表 土井 輝子氏 

 

 

 【行事予定】 

29日 例 会 

11月 

1日 ロータリーデー  

いづみホール交流会 

新世代講演会 

2日 京都山城ロータリー旗争奪 

少年野球大会 

5日 第 5回定例理事会 

12日  

【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】 

米山・職業奉仕月間 

12：30 開会点鐘 

「R．O．T．A．R．Y」 

   会長挨拶・幹事報告 

   委員会報告・ニコニコ箱報告 

    

13：00「第 3回クラブフォーラム 

        職業奉仕委員会」 

     高橋職業奉仕奉仕委員長 

      

 

13：30 閉会点鐘 

 

 

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   

 

(8) 京都山城ロータリー旗争奪相楽少 

年野球大会について 

 日 時 2014年 11月 2日(日) 

 場 所 不動川多目的広場 

 出席者 裏出、徳山、乾、脇田。 

承  認                             

(9) 地区新世代育成基金 奨励金申請 

  精華自然観察クラブを申請する。                  

承 認 

【委員会報告】 

☆ロータリー財団委員会 

 駒会員より。年次寄付を頂きました。 

 

【ニコニコ箱】 

小 計 143,000円 累 計 784,640円 

【誕生日のコメント】 

            藤川 武海 

もう４０がすぐそこに、、、と言いまし

てもわたくしのゴルフのスコアのこと

ではありません。 

早いものでこの世に生をうけて、39

年になります。去年も記しましたが、誕

生日とは毎年迎える誕生の記念日のこ

とですが、わたくしはむしろ感謝する日

だと思います。すなわち、誕生日とは、

両親、先人、地域にあらためて感謝する

日。もちろん、家族にも。 

ここまで生かしていただいて３９（サン

キュー）の気持ちでいっぱいです。まだ

まだ未熟なわたくしでありますが、次の

誕生日までの１年間、全てのことに３９

（サンキュー）の精神で過ごしたいと思

いますので、ご指導のほど宜しくお願い

致します。 

 

【前回の例会】 

 

結婚記念日御祝 55周年御祝 駒会員 

       50周年御祝 藤原会員 

 

 

 

【会長挨拶】 

皆さんこんにちは、本日は職業奉仕

について取り上げて頂き第 3 回クラブ

フォーラムを実施していただきます。

高橋委員長さん宜しくお願いいたしま

す。 

私は先日、会長挨拶に何か良い資料

がないかなと本棚を探しておりました

ら、10 年前の我々のクラブ創立 15 周

年記念に発刊されました私の職業奉仕

「業(なりわい)に生きるⅡ」が出てき

ました。再度読ましていただきますと、

当時の仲間が自分の職業をつうじて職

業奉仕を実践されていることが良く解

って、これからの職業奉仕活動の参考

にさせていただきたいと思いました。 

その中で特に感銘を受けましたの

は、職業宣言(現在の行動規範)につい

て語られておりまして、「他者に対する

啓蒙とか奉仕をしているのだという自

尊とかいったものではなく、すべて自

分自身を厳しく律する内容のものであ

り、人として一段低い所から真摯に努

力せよ」と要請しているものだと書か

れておられました。私も自分自身に厳

しく、他者を慮った謙虚な姿勢、気持

ちを大切にしたいと感じました。 

本日のクラブフォーラムで、職業奉

仕とは何なのか、ロータリアンとして

責任ある職業奉仕とは一体何なのか、

高い倫理基準を職業や社会でどのよう

に推進できるか討論して頂きたいと思

います。 

【幹事報告】 

1. 例会変更のお知らせ 

☆奈良東 RC 10月 29日(水) 休 会 

ビジター受付は、10 月 29 日(水)17：

30～18：00 まで、ホテル日航奈良 3F

にて行います。 

 

 

 

☆奈良西 RC 10月 30日(木) 移動例会 

ビジター受付は、10 月 30 日(木)17：30～

18：00まで、奈良ロイヤルホテルにて行い

ます。 

 

 

【理事会報告】 

 例会終了後、けいはんなラボ棟 5F会議室に

て、第 4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) 新入会員の入会について 

 北本 健二氏（キタモト ケンジ） 

 入会予定日 2014年 11月 5日(水)  

援助担当会員：徳山 淳一 

 所属 クラブ広報委員会・社会奉仕委員会         

承 認 

(2) ロータリーデ― いづみホール交流会 

日 時 2014年 11月 1日(土) 11：00～ 

    スタッフ集合、準備 9：00 

場 所 木津川市中央交流会館 

終了後スタッフ懇親会費 4,000円個人負担 

メークアップ扱いにする。     承 認 

(3) 京都城陽ロータリークラブ合同例会及

び懇親会決算報告について 

決算報告通り、承 認 

(4) ロータリーミュージックコンサートに

ついて 

開催日時 2016年 1月 31日(土)  

午後 1時 30分～午後 3時 30分 

開催場所 京都府立けいはんなホール  

メインホール      承 認                              

(5) 平城京ロータリークラブ創立 30周年記

念式典について 

会長・幹事が出席       承 認                       

(6) ｢滝桜｣の手入れについて 

  日 時 2014年 11月 19日(水) 承 認 

(7) インターアクトクラブ分担金について           

承 認 


