地区スローガン
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２０１３年７月９日 第２２０３回例会 WEEKLY BULLETIN
「冊子『定款・細則・内規』読書のすゝめ」

４６－２

読み程度がおすすめです。
一昨年度、今年の坂田幹事が規定審議委員長の時、

副会長 渡辺 剛士

私と中村(弘)会員とともに冊子の見直しに立ち会い
ました。坂田さんは規定審議の原文から翻訳して見

今年度副会長の大役を務めることになりました。

直してくれました。内容とともに文章も今の言い回

準備の段階で杉﨑会長と坂田幹事が精力的に準備

しにあった文章で修正して、中村(弘)さんに細部ま

をしていただいて、この調子では私の出る幕はない

でチェックしてもらい私はそれを見ているだけの

と安心しています。

役目でした。

ロータリーは基本的にルールで運営されていま
す。ＲＩにおいて三年に一回見直される規定審議委
員会で基本的なことは決まり、それをもとに各クラ
ブで“定款”が作成されます。これは各クラブで自
由に内容の変更は許されていません。
“細則”に関しては各クラブの事情に合わせて作成
され、変更に関しては例会出席会員の三分の二の賛
成によって改正することが出来ます。
“内規”に関してもＲＩの規定に内容が合っている
範囲内で各クラブによって規定が決められます。こ
れに関しては理事会の三分の二の賛成で改正が出
来ます。
これらの基本は、
「手続要覧」
（ＲＩ出版物）に詳し

緑色の冊子で、皆さんよく見ていただいているとは
思いますが、もしまだでしたら何か興味のある出来
事に出会ったとき、暇でやることのないとき、一度
部分的に読んで頂いたらいいと思います。
因みに私は入会してからかな
りの間読んでいませんでした。
ルールもたかがルールですが、
これだけ全国、世界的に
長くロータリーが続い
ているのは、このルール
のおかげかなと思って
います。

く載っています。でもこれは大変わかりにくく拾い

今週の会合

本日の例会 クラブ・デー
開会点鐘
〔１２：３０〕
ロータリーソング♪ 四つのテスト
会長挨拶～来客紹介～幹事報告～今月のお祝い
「就任挨拶」
国際奉仕理事 今村晋平君
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・社会奉仕理事 塩路 徹君
クラブ管理理事 岩本 一君
ロータリー財団理事 中塚 浩君
閉会点鐘
〔１３：３０〕
～クラブアッセンブリー「ガバナー公式訪問準備」～

本日の会合
京都東山ＲＡＣ－所信表明－ １９：３０～「京都ﾀﾜｰﾎﾃﾙ」
２０１３－１４年度
国際ロータリー会長
ロン D．バートン
第 2650 地区ガバナー
坂本 克也

会長(理事) ·········· 杉﨑
会長エレクト(理事)··· 小野
直前会長(理事) ····· 松井
副会長(理事) ······· 渡辺
幹事(理事) ·········· 坂田
クラブ管理(理事) ···· 岩本
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(理事) ··· 塩路
新世代(理事) ······· 森

則夫
富造
信五
剛士
均
一
徹
俊次

7/13(土)
東山高校ＩＡＣ－第５回例会－ １５：００～「東山高校ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室」

前回例会報告
会員数 84（32）名 出席者 68（24）名
( )は出席率除外会員 出席率 89.47％
第 2200 回出席率 100％（含Ｍａｋｅ ｕｐ）

次週の例会 ７月１６日（火）
ライトランチ
「就任挨拶」

ビジター 0 名
ゲスト
8名

於：東館４Ｆ「葵殿」

会員増強理事
職業奉仕理事
新世代理事
広報理事

横尾浩志君
清水泰博君
森 俊次君
吉田武雄君

次週の会合
国際奉仕委員会

職業奉仕(理事) ····· 清水
国際奉仕(理事) ····· 今村
広報(理事) ·········· 吉田
会員増強(理事) ····· 横尾
ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事) ···· 中塚
会計(役員) ·········· 井川
Ｓ．Ａ．Ａ．(役員) ···· 平野
副幹事 ·············· 山本

泰博
晋平
武雄
浩志
浩
正隆
俊雄
真也

例会終了後「例会場前ロビー」

副幹事 ··········中島
副幹事 ··········岡武
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········川勝
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········関根
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········小森
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········中川
副Ｓ.Ａ.Ａ. ········上村
副会計 ··········郡

陽子
和暁
裕之
淳子
直之
公孝
承生
正樹

第２６５０地区
ガバナー補佐
中村 翠嵐
財団資金推進委員会
委員長 本田 修造
米山奨学委員会
委員
岩橋 忠昭
インターアクト委員会
委員
福留 幸一
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グリーンはクラブカラー

第１回定例理事･役員会議事録〈７/２(火)開催〉

佐々木君 ２７日

1.

❁ 夫人誕生日
松井君夫人
吉田(武)君夫人
中村(弘)君夫人
❁ 結婚記念日
松下君 ６日

前回議事録承認に関する件：
ローターアクトクラブ例会・理事会とインターアクト
クラブ例会への出席をメーキャップ扱いとすること
の承認を確認した。

大木(義)君 ２８日

中西君 ３１日

まり子さん

４日

たみ子さん

７日

佐和子さん

２９日

2.

納涼家族例会に関する件

3.

京都マラソンに関する件

4.

金沢南ロータリークラブ表敬訪問に関する件

幹事報告

5.

１００％出席表彰、お誕生日お祝い品に関する件

■ 公式訪問準備の為のクラブ・アッセンブリー開催

：夫人誕生日もお祝い品を贈呈する

本日例会後に、ガバナー公式訪問準備の為のクラブ・

インターアクト祇園祭清掃ボランティアに関する件

アッセンブリーを開催致します。引き続きご出席よろしく

：７月１４日（日）に５名が活動予定。傷害保険に加

お願いいたします。受付にて、冊子「坂本克也ガバナ

入する。

ー公式訪問に際しての報告書」と当日のスケジュール

7

８月プログラムに関する件

表をお配りしています。

8

事務局８月お盆休みに関する件：８/１３（火）～１６（金）

■ 第６８回京都市内２４ＲＣ懇親チャリティーゴルフ大会

9

青少年交換学生募集に関する件：募集要項を配

打合せ会

布する。

京都」にて開催、福留ゴルフ同好会会長が出席されま

6

10 ロータリー財団 2013-14 年度地区補助金に関する
件：交付対象選外

今月 の お 祝
❁ １００％出席会員表彰
渡辺君

連続 ３年間

中島君

❁ 誕生日
大藤君 ３日
小森君 ６日
７/１０ 京
（水）

７/１１
（木）

７/１２
（金）

７/１５
（月）

７/１６
（火）

１４日（日）１３：００～

年度青少年交換学生募集

本日、募集要項をお配りしています。応募期間は９/２０
迄です。

ＲＡＣ報告
【７/２（火）理事会】 竹之内ＲＡ委員長、山本・岸同委
員、川勝・福川会員が出席。ごくろうさまでした。

中嶋君 ４日

福川君

森君 １４日

松下君 ２５日

都 京都Ｈｵｰｸﾗ
ら ん ざ ん
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ H
ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
京 都 南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H※
京 都 北 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京 都 洛 北 京都Ｈｵｰｸﾗ
京 都 洛 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
京 都 桂 川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H
京都 ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※
京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH★
京 都 西 山 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ☆
京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都 H
京 都 伏 見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ
京 都 洛 西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞH
京 都 紫 竹 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
京 都 紫 野 ﾌﾞﾗｲﾄﾝ H
京 都 中 京都Ｈｵｰｸﾗ
京 都 平 安 ｻﾞ･ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞ H
京 都 西 南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H
★
京 都 洛 中 京都Ｈｵｰｸﾗ
京 都 洛 南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H
京都西北
京都北東
京都嵯峨野
京都朱雀

■ 地区職業奉仕担当者研修会

■ 2014～2015

以上を承認

連続２１年間

す。ごくろうさまです。

されます。ごくろうさまです。

：平成２５年８月６日(火) 例会終了後開催

小林君

１２日（金）１４：００～「ホテルグランヴィア

「京都テルサ」にて開催、清水職業奉仕委員長が出席

11 次回理事・役員会開催日決定に関する件

連続３９年間

橋本君 ２０日

５日

同好会情報
ﾛｰﾀﾘｰほろにが会 ７/９（火）１８：００～

｢東華菜館｣
（別紙へ続く）

「ガバナー公式訪問所感」
ＲＩ第２６５０地区ガバナー 坂本克也氏
「クラブ・デー 第２回クラブ・アッセンブリー」
「就任挨拶」
理事・役員
「理事・役員就任挨拶」
「クラブ・デー 就任挨拶」
クラブ奉仕委員長、職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、新世代・交換学生委員長
「ガバナー公式訪問所感」
ＲＩ第２６５０地区ガバナー 坂本克也氏
「新年度を迎えて」
会長、副会長、幹事、理事・役員
「クラブ・デー」
「就任挨拶」
理事・役員
「就任の挨拶」
会計、Ｓ.Ａ.Ａ.、ｸﾗﾌﾞ管理・運営、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、広報、Ｒ財団・米山、戦略計画
「第２回クラブ協議会 委員長就任挨拶」
「就任挨拶」
副会長、会計、Ｓ.Ａ.Ａ.、会員増強委員長、ｸﾗﾌﾞ広報委員長
「本年度活動方針」
Ｓ.Ａ.Ａ.、ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長
「新年度にあたって」
会長、副会長、幹事、会計、Ｓ.Ａ.Ａ.
「就任挨拶」
理事・役員
「就任挨拶」
理事・役員
「創立記念例会『創立時のロータリーを語る』」
ﾊﾟｽﾄ会長、名誉会員 高橋弘次氏
祝日休会
祝日休会
祝日休会
祝日休会
「翹(器楽曲)、壇の浦(語り曲)」
琵琶奏者 平田 卓氏
「就任挨拶」
ｸﾗﾌﾞ研修リーダー、各担当理事
「理事・役員就任挨拶」
ｸﾗﾌﾞ広報担当理事、ﾛｰﾀﾘｰ財団担当理事、米山記念奨学会担当理事、Ｓ.Ａ.Ａ.

例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30

特別寄付・ニコニコ箱 ＜７/２＞
ロータリー財団 計 125,000 円 累計 125,000 円
一年間よろしくお願いします。
杉﨑君
一年間よろしくお願い致します。
坂田君
杉﨑丸出航お目出とうございます。
中村(翠)君
杉﨑丸の門出を祝して。
安倍君
杉﨑会長、坂田幹事、一年間楽しんでください。谷川君
操業１００年以上つづけて。
山中君
一助に。
井上(武)君
ロータリー財団 1 人年間＄180 よろしくお願いします。
中塚君
中塚委員長、１年間よろしくお願いします。
岡武君
*井上武雄会員は今回の寄付にて５回目のﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟ
ｰﾙﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰになられました。おめでとうございます。
米山記念奨学会
計 90,000 円 累計 90,000 円
杉﨑丸の門出を祝して。
安倍君
杉﨑丸ことし一年よろしくお願いします。 中村(翠)君
一年間よろしくお願いします。
杉﨑君、末松君、清水君
一年間よろしくお願い致します。
坂田君
初例会です。一助に。
植野君
またこの一年間、週報ご協力お願い致します。 岸君
一助に。
井上(武)君
ニ コ ニ コ 箱 計 189,000 円 累計 189,000 円
御祝。
杉﨑会長の新年度を祝して。
京都東ロータリークラブ
会長 田中誠二様、幹事 小倉一良様
御祝。
京都洛北ロータリークラブ
会長 大庭茂生様、幹事 舞谷一一様
坂田幹事さん、一年間ご苦労様です。
京都洛北ロータリークラブ 会長 大庭茂生様
御祝。
又 今年一年、お世話になります。
京都洛東ロータリークラブ
会長 梶原章二様、幹事 青木隆明様

御祝。

安倍秀風様、安倍壯風様

６月に世界遺産に登録された富士山で杉﨑丸の門出
をお祝いさせていただきます。

安倍秀風様

これからローターアクトクラブ一同よろしくお願い致しま
す。 京都東山ローターアクトクラブ会長 大政和美様
新年度初例会を祝して。

福留君

渡辺君、森君、清水君、吉田(良)君、中島君
小野君、平岡君、村岡君、郡君、井上(正)君
中村( )君、本田君、
坂田君、竹本君、橋本君、吉田(武)君、森里君
新年度今年も宜しく御願いします。

杉﨑君

杉﨑会長、渡辺副会長、坂田幹事、ご就任ご挨拶ご苦
労様です。

横尾君、小坂君、横田君、今村君
横井君、布施君、小林君

新年度理事・役員の皆様、一年間どうぞ宜しく御願いし
ます。 今井君、松井君、薮下君、谷川君、大木(博)君
小山君、中塚君、大木(義)君、鈴木君、川中君
磯田君、木村(安)君、中村(弘)君
安倍秀風様、安倍壯風様、本日祝舞ありがとうございま
す。

川勝君、上村君、安澤君、佐々木君
小山君、平野君、山本君、岸君

洛東ＲＣ梶原会長、一年間ガンバッテください。布施君
クラブ管理委員会よろしくお願いします。

岩本君

小野先輩、中村翠嵐先輩、ありがとうございました。
岡武君
前年度同様、今年もニコニコ箱をどうぞ宜しく御願
いします。

村田(好)君

他クラブ ビジターフィー変更のお知らせ
 京都嵯峨野ＲＣ
通常ビジターフィー：２，５００円
臨時変更 ビジターフィー：４，０００円
実施日 ２０１３年
８月２１日（水）、１０月２３日（水）、
１１月２７日（水）
２０１４年
１月８日（水）、２月１２日（水）、
３月２６日（水）、 ６月１１日（水）

～7/2 新年度初例会スナップより～

