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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２００９～１０年度
  第２６５０地区のテーマ
『育てよう人』
  国際ロータリー第２６５０地区
  ガバナー　富田謙三
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第3回 7月21日 
通算1468回

第2回 7月14日 
通算1467回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1467回　
●会員数         　65名　　
●出席免除者数　　 20名
●出席者数　　　　 53名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　89.83％

1465回の修正　
●会員数         　66名　　
●出席免除者数　　 20名
●出席者数　　　　 57名
●補填者数　　　　　2名
●出席率　　　　96.72％

各機関へ表敬訪問（2009年7月13日）

▼次項へつづく

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング「奉仕の理想」
３.お客様の紹介
４.クラブ協議会②
　 （前期活動方針）
　 ロータリー財団・クラブ広報
　 クラブ管理運営　
５.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２００９－２０１０／０３

次週の例会

表敬訪問；奈良県庁

2009年7月28日卓話
「興福寺 1300年のあゆみ」
～国宝阿修羅像が動いた～
前 興福寺 国宝館 
館長 小西　正文 氏

奈良ホテル                    10:20     10:30
ＮＨＫ�       秋山　茂樹氏    10:40     11:00
産経新聞�　　 松田　則章氏　  11:00 　　11:20
奈良県庁�　　 荒井　正吾氏　  11:50 　　12:00
昼食� 　　　　　　　　　　　  12:00 　　13:00
読売新聞�　　　　 辻氏　　　  13:10 　　13:20
毎日新聞�　　　 山内氏　　　  13:30　　 13:40
奈良警察署長� 隅田　全紀氏　  14:00 　　14:20
奈良テレビ�　 辻本　俊秀氏　  14:30　　 14:50
奈良新聞�　　 甘利　治夫氏　  15:10 　　15:30
朝日新聞�　　 馬場　秀司氏　  15:40�　　15:50

訪問先　　　　　　　出発　　　 到着

携帯サイトから子どもを守る
奈良大宮ＲＣ会長が抱負

　奈良大宮ロータリークラブの新役員5人が13日、就任
あいさつのため奈良市法華寺町の奈良新聞社を訪れ、
甘利治夫代表取締役と歓談した。
　訪れたのは、冨川悟会長、佐川肇直前会長、植村将
史幹事、髙野治社会奉仕委員長の5人。
　同クラブは昨年、創立30周年を迎え、冨川会長は「ロ
ータリーの原点に戻った奉仕活動を再開する」と抱負。
青少年健全育成、中でも携帯サイトに絡む被害から子
どもを守るため「保護者対象の啓発や地域のネットワ
ークづくりに取り組みたい」と述べた。

（奈良新聞掲載記事より抜粋）

奈良警察

奈良テレビ

奈良新聞

ＮＨＫ
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▼次項へつづく ▼次項へつづく

ニコニコ箱　本日計 30,000円　累計　160,000円

毎日新聞

産経新聞

1467回例会
会長報告
昨日年初の恒例であります各役所、報道機関に挨拶回りに副会長、幹事、広報の5
名で行って参りました。ＮＨＫ奈良放送局、奈良テレビ、奈良県庁、産経、読売、
朝日、毎日、奈良の新聞社、合計7箇所です。選挙の後ということもあり、新しい
奈良市長の話で盛り上がりました。出口調査についての裏話を聞いてきました。今
回の市長選の場合も出口調査はかなり正確だった様です。各機関では年間の目標や
活動計画についてしっかりと話をしてきました。奈良テレビでは昨日18：30から報
道されました。

国際奉仕委員会　潮田委員長
地区から日台ロータリー親善会議の案内が届いております。日程は10月10日からで
す。希望者がおられましたら、ツアーがいくつかございますので今月中に私までお
申し込み下さい。

親睦活動委員会　増井委員長
8月8日の家族親睦例会に現在115名の参加を頂いております。まだ若干余裕があり
ますので、ご家族の方お誘いあわせの上ご参加下さい。第1回大宮ＲＣ親睦ゴルフ
コンペを8月27日ディアパークゴルフクラブで開催致します。前年度の佐川杯の獲
りきりも兼ねていますので参加権利のある方は今からお名前をお呼びしますので、
是非ご参加下さい。大塩さん、高野さん、金星さん、山本（尚）さん、武中さん、
谷川さん、西口さん、平方さん、武藤さん、野上さんです。

会報・ＩＴ委員会　谷川委員長
今年度から会員の方のＨＰをクラブのＨＰにリンクできるようにしたいと思います。
希望者は回覧を回しますのでご記入下さい。本日お配りしました会報でプリンター
の不具合の為写真の色が変色して印刷されています。お詫び致します。

第1回クラブ協議会
会員組織常任委員会　矢追委員長
冨川会長の就任挨拶にもありましたように、5名の会員純増を目指します。会員の
皆様にもご協力を頂いて活動していきたいと思います。会員の量も大切ですが、質
も重視してメンバー相互の人の和を大切にした上で奉仕活動に邁進していきたいと
思います。

会員選考委員会　高木委員長
本年度の当地区のテーマは「育てよう、人」であります。又当クラブのテーマは「育
てる」です。同テーマを受け、優れたロータリアンに成長できるであろう「育てが
いのある人」を選考すべく努力致します。矢追会員組織常任委員長のお言葉にもあ
りました様に会員増強については会員の「量」か「質」かが議論されますが、この
議論は二律背反の問題ではなく重点をいずれに置くかということであると理解し「量」
より「質」に重点を置いて選考に当たりたいと思います。

会員増強委員会　宮西委員長
昨年の会員増強月間にもお話しましたとおり、皆様に知られていなくてもロータリ
ークラブにふさわしい人材がまだまだいらっしゃると思います。その様な方を皆様
に掘り起こして、そしてご紹介いただきたいと思います。それに加え今年度は各年
代が隔たりなく、より親しく交流できる機会を模索していきたいと思います。

職業分類委員会　中井委員長
2009年8月末までに地域社会の職業分類の再調査を行い、当クラブに最も適切な職
業分類を作成します。未充填の職業が55項目ございますので、早急に充填出来る様

に会員増強委員会とも協議し、会員増強にも努めたいと思います。

ロータリー情報委員会　飯田委員長
会員候補者にロータリーの目的及びロータリークラブにおける会員の特典と義務に
関する情報を提供すること、新会員のオリエンテーションを行なうこと、会員に様々
な情報を提供することが主な役割です。特にＲＩ規定審議会が年度後半に予定され
ているため、決議された内容を速やかに報告するように努めます。

奉仕プロジェクト常任委員会　国際奉仕委員会　潮田委員長
ＣＬＰのもと新しく発足して本年度で4年目を迎えます。扇谷元会員が東大寺の植
樹事業に尽力され、それが継続事業として3年続き、さらに向こう3年間にわたり取
り組むことを計画しています。国際奉仕委員会では本年度も当クラブから、2650地
区で異彩を放っているＷＣＳの活動への積極的な参加を計画しております。米山奨
学金の地区設定の寄付目標の100％達成を目指します。友好クラブについてはハワ
イ5000地区との姉妹・友好クラブ締結の検討をすすめます。

職業奉仕委員会　有井委員長
本年度の活動方針については職業奉仕の生業誌の作成や、職場訪問の実施などです。
新世代委員会との共同事業に参加すること、10月の職業奉仕月間には当クラブのベ
テラン会員の方に卓話をお願いする予定です。

社会奉仕委員会　高野委員長
奉仕活動に積極的に取り組むことにより、まず我々自身がロータリアンとして成長
することが出来るように努めたいと思います。
・�交通安全運動への参加
・�献血運動への参加
・�佐保川の清掃
・�遷都1300年記念事業への積極的な参加
皆様のご協力を宜しくお願い致します。

新世代委員会　倉田委員長
本年度のＲＩ会長のテーマ、富田ガバナーのテーマに基づき、青少年について重点
的に取り組んで行きたいと思います。
・�「労働に学ぶ」の実施、10月24日の予定
・�職場体験学習の受け入れに協力
・�ＲＹＬＡへの参加
・�地域社会との連携
・�親睦活動委員会と連携し青少年に対する活動に取り組むとともに、ロータリア
ンとその家族がこの取り組みを共有できるように工夫する

植村　将史君　遅くなりましたが、ＰＳ会の皆様先日は有難うございました。又、
潮田さんご馳走様でした。

楠木　重樹君　先日、次男がやっと結婚してくれました。が、民族大移動が大変で
した。ヤレヤレ。

矢追家麻呂君　会長・幹事宜しくお願いします。
谷川千代則君　潮田さん先日は有難うございました。
宮西　正伸君　ニコニコ協力。
大塩　栄作君　先週は不慣れのため、冨川会長はじめ多額のニコニコを頂きました

皆様の紹介を忘れてしまい失礼しました。今後気をつけますので引
き続きご協力宜しくお願いします。
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▼次項へつづく ▼次項へつづく

ニコニコ箱　本日計 20,000円　累計　153,000円

毎日新聞

産経新聞

1467回例会
会長報告
昨日年初の恒例であります各役所、報道機関に挨拶回りに副会長、幹事、広報の5
名で行って参りました。ＮＨＫ奈良放送局、奈良テレビ、奈良県庁、産経、読売、
朝日、毎日、奈良の新聞社、合計7箇所です。選挙の後ということもあり、新しい
奈良市長の話で盛り上がりました。出口調査についての裏話を聞いてきました。今
回の市長選の場合も出口調査はかなり正確だった様です。各機関では年間の目標や
活動計画についてしっかりと話をしてきました。奈良テレビでは昨日18：30から報
道されました。

国際奉仕委員会　潮田委員長
地区から日台ロータリー親善会議の案内が届いております。日程は10月10日からで
す。希望者がおられましたら、ツアーがいくつかございますので今月中に私までお
申し込み下さい。

親睦活動委員会　増井委員長
8月8日の家族親睦例会に現在115名の参加を頂いております。まだ若干余裕があり
ますので、ご家族の方お誘いあわせの上ご参加下さい。第1回大宮ＲＣ親睦ゴルフ
コンペを8月27日ディアパークゴルフクラブで開催致します。前年度の佐川杯の獲
りきりも兼ねていますので参加権利のある方は今からお名前をお呼びしますので、
是非ご参加下さい。大塩さん、高野さん、金星さん、山本（尚）さん、武中さん、
谷川さん、西口さん、平方さん、武藤さん、野上さんです。

会報・ＩＴ委員会　谷川委員長
今年度から会員の方のＨＰをクラブのＨＰにリンクできるようにしたいと思います。
希望者は回覧を回しますのでご記入下さい。本日お配りしました会報でプリンター
の不具合の為写真の色が変色して印刷されています。お詫び致します。

第1回クラブ協議会
会員組織常任委員会　矢追委員長
冨川会長の就任挨拶にもありましたように、5名の会員純増を目指します。会員の
皆様にもご協力を頂いて活動していきたいと思います。会員の量も大切ですが、質
も重視してメンバー相互の人の和を大切にした上で奉仕活動に邁進していきたいと
思います。

会員選考委員会　高木委員長
本年度の当地区のテーマは「育てよう、人」であります。又当クラブのテーマは「育
てる」です。同テーマを受け、優れたロータリアンに成長できるであろう「育てが
いのある人」を選考すべく努力致します。矢追会員組織常任委員長のお言葉にもあ
りました様に会員増強については会員の「量」か「質」かが議論されますが、この
議論は二律背反の問題ではなく重点をいずれに置くかということであると理解し「量」
より「質」に重点を置いて選考に当たりたいと思います。

会員増強委員会　宮西委員長
昨年の会員増強月間にもお話しましたとおり、皆様に知られていなくてもロータリ
ークラブにふさわしい人材がまだまだいらっしゃると思います。その様な方を皆様
に掘り起こして、そしてご紹介いただきたいと思います。それに加え今年度は各年
代が隔たりなく、より親しく交流できる機会を模索していきたいと思います。

職業分類委員会　中井委員長
2009年8月末までに地域社会の職業分類の再調査を行い、当クラブに最も適切な職
業分類を作成します。未充填の職業が55項目ございますので、早急に充填出来る様

に会員増強委員会とも協議し、会員増強にも努めたいと思います。

ロータリー情報委員会　飯田委員長
会員候補者にロータリーの目的及びロータリークラブにおける会員の特典と義務に
関する情報を提供すること、新会員のオリエンテーションを行なうこと、会員に様々
な情報を提供することが主な役割です。特にＲＩ規定審議会が年度後半に予定され
ているため、決議された内容を速やかに報告するように努めます。

奉仕プロジェクト常任委員会　国際奉仕委員会　潮田委員長
ＣＬＰのもと新しく発足して本年度で4年目を迎えます。扇谷元会員が東大寺の植
樹事業に尽力され、それが継続事業として3年続き、さらに向こう3年間にわたり取
り組むことを計画しています。国際奉仕委員会では本年度も当クラブから、2650地
区で異彩を放っているＷＣＳの活動への積極的な参加を計画しております。米山奨
学金の地区設定の寄付目標の100％達成を目指します。友好クラブについてはハワ
イ5000地区との姉妹・友好クラブ締結の検討をすすめます。

職業奉仕委員会　有井委員長
本年度の活動方針については職業奉仕の生業誌の作成や、職場訪問の実施などです。
新世代委員会との共同事業に参加すること、10月の職業奉仕月間には当クラブのベ
テラン会員の方に卓話をお願いする予定です。

社会奉仕委員会　髙野委員長
奉仕活動に積極的に取り組むことにより、まず我々自身がロータリアンとして成長
することが出来るように努めたいと思います。
・�交通安全運動への参加
・�献血運動への参加
・�佐保川の清掃
・�遷都1300年記念事業への積極的な参加
皆様のご協力を宜しくお願い致します。

新世代委員会　倉田委員長
本年度のＲＩ会長のテーマ、富田ガバナーのテーマに基づき、青少年について重点
的に取り組んで行きたいと思います。
・�「労働に学ぶ」の実施、10月24日の予定
・�職場体験学習の受け入れに協力
・�ＲＹＬＡへの参加
・�地域社会との連携
・�親睦活動委員会と連携し青少年に対する活動に取り組むとともに、ロータリア
ンとその家族がこの取り組みを共有できるように工夫する

植村　将史君　遅くなりましたが、ＰＳ会の皆様先日は有難うございました。又、
潮田さんご馳走様でした。

楠木　重樹君　先日、次男がやっと結婚してくれました。が、民族大移動が大変で
した。ヤレヤレ。

矢追家麻呂君　会長・幹事宜しくお願いします。
谷川千代則君　潮田さん先日は有難うございました。
宮西　正伸君　ニコニコ協力。
大塩　栄作君　先週は不慣れのため、冨川会長はじめ多額のニコニコを頂きました

皆様の紹介を忘れてしまい失礼しました。今後気をつけますので引
き続きご協力宜しくお願いします。
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●会報・ＩＴ委員会／谷川千代則　藤井正勝　野上利樹  ●Webmaster／谷川千代則

例会臨時変更及び休会のお知らせ
大和高田ロータリークラブ
《例会休会》
平成21年8月11日（火）定款第6条第1節Ｃにより休会
※ビジター受付は行いません。

生駒ロータリークラブ
《例会休会》
平成21年8月12日（水）定款第6条第1節Ｃにより休会
平成21年9月23日（水）定款第6条第1節Ｃにより休会
※両日ともビジター受付は行いません。
　
王寺ロータリークラブ
《例会休会》
平成21年8月18日（火）→休会　定款第6条第1節Ｃによる
※�ビジター受付は平成21年8月18日（火）12：00～12：30ＮＴＴdocomo王寺営業所1Ｆにて行います。
　
大和郡山ロータリークラブ
①�平成21年8月3日（月）納涼例会のため時間・場所の変更
時間　18：00～19：00
場所　信貴山　十三屋（0745-32-2231）
※�ビジター受付は平常通り12：00～12：30奈良プラザホテル1Ｆロビーにて行います。
②�平成21年8月10日（月）休会　定款第6条第1節Ｃによる
※ビジター受付は行いません。

私のペット自慢（高辻良成・ウーロン君）
彼が我が家にやってきたのは、2年前の春。"ネザーランド・
ドアーフ"という種類ですが、ピーターラビットと言うと、
判っていただけるでしょうか。家内と娘が一目惚れしたもの
で、正に、"衝動飼い"でした。犬、猫やトリは飼ったことが
あるものの、ウサギは初体験。ウーロン茶のイメージがあっ
たので、"ウーロン"と命名し、6番目の家族となりました。
とてもデリケートな動物で、それこそ"淋しくなったら死ん
じゃう"、なんて話もあり、最初はおっかなびっくりでした。
確かに、大変臆病な動物で、部屋のすみっこや、机の下など
が落ち着くようですが、体臭もなく、フンの始末は簡単。散
歩の世話もなく、犬猫のように鳴かないなど、ズボラな私に
も大変飼いやすい。最初こそ、せっせとマーキングし、他の
部屋では、動きもぎこちなかったのですが、今では、５０ｃ
ｍの段差を飛び越え、我がもの顔で、走り回っています。犬
のように、自分からじゃれついてくることはありませんが、
控えめになついてくれるようになり、子供たちも家に帰ると、
真っ先にウーロンのもとに駆け寄り、"癒されるわぁ"と自分
たちから、じゃれていきます。ウーロンは迷惑そうですが。
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