
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 23日 第 1140回 本年度第 4回例会 

【次週例会予告】 

《1141回》8月 6日(水)  

  ｢新入会員スピーチ｣ 

    木村 治久 会員 

【出席報告】7月 16日（免除会員 13名） 

会員総数                37名(13) 

出席会員                30名(6) 

出 席 率             96.77％ 

7月 9日出席修正率  93.75％ 

 

☆誕生日御祝 

23日 福井(正)会員 

30日 井川会員 

31日 中岡会員 

29日 川邊会員夫人由紀子様 

 

ゲスト 

松本豊氏（ガバナー補佐園部 RC) 

小永井征也氏（ガバナー補佐宇治鳳凰 RC) 

浅井達司氏・北澤善信氏(京都城陽 RC) 

開原菜稲美氏・横須賀昭男氏(京都八幡 RC) 

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 24日 木 

京都南 
変わらない為に代わり続ける 

私の仕事・グッドライフ 

西村裕行会員 

岸 好洋会員・情野 剛会員 

京都西山 26日(土)に変更  

宇治鳳凰 おもちゃ病院 久御山町おもちゃ病院 

院長 長岡 幸夫様 

京都田辺 新会員歓迎会及び慰労例会  

7月 25日 金 

京都伏見 人・書ともに老ゆ 杭迫 柏樹会員 

京都乙訓 会員スピーチ  

京都城陽 クラブアッセンブリー  

7月 29日 火 

京都洛南 五誓～経営理念・第二創業～ (株)五健堂 代表取締役  

蓮尾拓也様 

京都八幡 会員増強フォーラム 会員増強委員会 

宇治 宇治市の観光振興と宇治茶おも

てなし条例 

宇治市市民環境部長 松田敏幸様 

7月 30日 水 京都朱雀 休 会  

 

 

【行事予定】 

27日 RLIパートⅠ研修会（京都文教学園） 

30日 休 会 

8月 

2日 ロータリー財団セミナー 

6日 第 2回定例理事会 

13日 休 会 

17日 IM第 3組 (ホテルオークラ京都) 

20日 例 会 

30日 27日を例会変更 18：00～ 

  京都城陽 RCと合同例会 酔 月 

 

  

【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 

｢我らのこの手で」 

   会長挨拶・幹事報告 

   委員会報告・ニコニコ箱報告 

    

13：00｢ガバナー公式訪問所感｣ 

   RI第 2650地区ガバナー 

北河原 公敬 氏 

 

13：30 休憩 

13：45「第 2回クラブアッセンブリ―」 

 

15：30 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   

 

【ニコニコ箱】 

小 計 56,000円  累 計 205,000円 

【誕生日のコメント】    福井 正典 

私の干支は「申」ですが、この年まわりは

有難いことに、人に支えていただけるとされ

ております。確かにその通りで、ロータリー

の皆様にはご支援と激励を賜っております。 

これからも引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。 

私のモットーは「楽しく・素直に・美しく」

でありますが、更に心を新たに取り組みたい

と思います。 

私の夢は、年を忘れてロータリーの奉仕活動

を行い、心豊かな社会をつくり、世界の平和

です。人類が自由に生きられるように、活発

な活動を、皆さんと共にしたいと考えます。 

世界中に健康、安全、人間の尊厳をもたら

し、競争より協力し、自分の儲けよりも公益

に価値をおく世界の実現という私の夢を現実

のものにしたいと念願しています。結びにあ

たり北河原ガバナーの「ロータリーは心くば

り」謙虚・誠実・精励を忘れずに、「地元地域

で輝くクラブを」裏出会長のリーダーシップ

のもとに実現しましょう。 

 

【前回の例会】 

   

京都城陽 RC浅井会長・北澤幹事 

   

  京都八幡 RC横須賀幹事・開原会長 

【会長挨拶】 

 皆さんこんにちは、本日は北河原公敬ガ
バナー様をはじめ公式訪問団の皆様をお

迎えしての、例会開催日となりました。 

本日は公式訪問例会とあってすごく緊張し

ております。ご迷惑をおかけすることが多々

あろうかと思いますが、ご容赦のほど宜しく

お願いいたします。 

北河原公敬ガバナー様、松本豊ガバナ

ー補佐様、小永井征也ガバナー補佐様、

有井邦夫幹事長様、本日はようこそ我々の

クラブにおこしいただきまして誠に有難うご

ざいます。 

又、松本ガバナー補佐様、小永井ガバ

ナー補佐様におかれましては、二週つづけ

てのお越しをいただき有難うございます。 

本日の例会前にありました、1 時間余りの会

長幹事懇談会の場で、私たちの抱える問題

として「会員減少」と「地元地域で認められる

クラブ作り」と「財団地区補助金申請」につ

いて和やかな雰囲気の中でご協議をさせて

頂き貴重なご意見を伺いました。 

我々のクラブは会員増強が最大の悩み

となっており、今やクラブの存続問題に

まで発展しております。 

先週の例会でスピーチを頂きました小永

井ガバナー補佐様の申されておられまし

た、「今は良いし今は楽しい」であっても 

「気が付けば後ろに続く会員が誰もいなか

った」ということの無きように会員増強に全

会員で取り組んでいきたいと思います。又、

女性会員の勧誘にも努力していきたいと考

えます。 

さて、皆さん後ほど北河原ガバナー様か

ら、ガバナーアドレスとして、重要なロータリ

ーの問題に主眼を置かれた本年度の地区

活動方針についてお話がございますので、

しっかり勉強していただきますよう宜しくお

願いいたします。 

 

又、この例会終了後に第 2回クラブアッセン

ブリーを開催いたしますので、どうか多くのお

方がお残り頂けるようお願いいたします。 

本日のクラブアッセンブリーは、クラブの役員

と委員長の方々が年度計画について述べて

頂き、クラブが抱える諸問題について北河原

ガバナー様とご協議いただける折角の機会で

す。クラブをよくする会合にして頂きますようあ

わせてお願いいたします。 

 

【クラブ報告】 

1.7 月 27 日(日)京都文教学園にて、RLI パ

ートⅠ研修会に乾幹事がデスカッション

リーダーとして裏出会長が出席します。 

 8 月 2 日(土)ロータリー財団セミナーが

立命館大学 朱雀キャンパスにて開催さ

れ、裏出会長、飯田ロータリー財団委員

長、川邊奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長が出席しま

す。 

【幹事報告】 

1. 次週 7 月 30 日(水)は、例会休会です。

次回は、8月 6日(水)に開催します。 

2. 例会変更のお知らせ 

☆奈良東 RC 7月 30日(水) 休 会 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は、17：30～18：00 までﾎﾃﾙ

日航奈良 3Fにて行います。 

☆京都城陽 RC 8月 15日(金) 休 会 

 ﾋﾞｼﾞﾀｰ受付は、11：30～12：00まで産業

会館 3Fにて行います。 

 

【委員会報告】 

☆ロータリー財団委員会 

 福井(正)会員が、｢福井正典・初美｣世界

平和フェローシップ基金に寄付をされま

した。 

乾会員より、年次寄付を頂きました。 

☆米山奨学委員会 

 乾会員より、特別寄付を頂きました。 

 


