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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4回 7月28日 
通算1469回

第3回 7月21日 
通算1468回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1468回　
●会員数         　65名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 47名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　83.93％

1466回の修正　
●会員数         　65名　　
●出席免除者数　　 20名
●出席者数　　　　 55名
●補填者数　　　　　2名
●出席率　　　　96.61％

1468回例会

▼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「夏はきぬ」
３.お客様の紹介
４.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　
５.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２００９－２０１０／０４

次週の例会
クラブ協議会③
ガバナー補佐訪問
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大村　雅一　君（奈良Ｒ．Ｃ）
梁　　善美さん（米山奨学生）

本日のお客様

7月にお誕生日・結婚記念日を迎えられた皆様

お誕生日・結婚記念日（7月）お誕生日・結婚記念日（7月）
お誕生日
小池　恭弘　君（９日）・ 藤井　正勝　君（13日）
大塩　栄作　君（24日）・ 今﨑　和民　君（26日）
高野　冶　　君（27日）・ 谷川　千代則君（28日）
多田　廣　　君（29日）・ 増井　義久　君（29日）
高辻　良成　君（30日）

結婚記念日
小池　恭弘　君（７日）

親睦活動委員会　増井委員長
8月8日（土）の花火大会の集合場所が決定しましたので、
報告致します。ＪＲ奈良駅西口に15：30、学園前北口に
16：00の集合です。直接来られる方は17：00に十三のが
んこ寿司本店に集合して下さい。人数が多いですので時
間厳守で宜しくお願い致します。チケットを購入しまし
たので、都合が悪くなった場合キャンセル料が発生して
参ります。本日例会終了後親睦活動委員会を開きますの
で委員の方は例会場を出た所に集合して下さい。

幹事報告
来週7月28日（火）は皇太子さまが奈良ホテルにお越しになりお泊りになられるそうです。例
会は時間通り行いますが、当日は上の駐車場が使えませんのでなるべくお車でお越しになら
ないようにご協力宜しくお願い致します。
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ニコニコ箱　本日計 63,000円　累計　216,000円

植村　将史君　暑中お見舞い申し上げます。先日半年ぶりに検診に行って参りました。順調です。有難いことです。
有井　邦夫君　暑い日が続きます。元気に頑張ります。
中村　信清君　金星さんのお顔を見てニコニコ。
金星　昇　君　ニコニコ委員会の金星です。ニコニコに協力。
成田　積　君　遅ればせながら今年度会長、幹事、理事役員の方々のご活躍を期待します。ニコニコに協力。
多田　廣　君　久々に誕生日の祝品を頂けるとのこと、誠に有難うございます。
矢追家麻呂君　宮西さん、先日はお世話になり有難うございました。
橋本　和典君　ミク姫（私の孫）が私を見て初めて「ジッジ」と呼んでくれました。ご機嫌麗しゅうございました。ア

ンヨもお上手でございます。誠に恐悦至極に存じております。
楠原　忠夫君　7/18～7/20霊峰白山登山、山歩き会の皆様お世話になりました。また、矢追さん、橋本さん差し入れ有

難うございました。
飯田　二昭君　霊峰白山にお参りしました。白山奥宮、白山山本宮では格別のご配慮をいただき有難うございました。

沢山の高山植物にも出会うことが出来ました。同行の皆様お世話になりました。
植倉　一正君　霊峰白山に登ってきました。山頂の御前峰付近は猛烈な強風と雨でしたが、全員頂上に立つことができ

ました。山歩き会の皆さん、お疲れさんでした。
藤井　正勝君　誕生月のお祝い有難うございます。
高辻　良成君・谷川千代則君　誕生日御祝い有難うございます。
山本　尚永君　この前の大宮会では大変お世話になりました。
松岡　弘樹君　連続欠席のお詫び。
多田　実　君　ニコニコ協力。
今﨑　和民君　誕生月でニコニコに協力。
大塩　栄作君　お誕生日のお祝いを頂き有難うございます。数えで50歳「半白」です。とりあえずニコニコで厄祓いで

す。
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第2回クラブ協議会
ロータリー財団委員会　楠木委員長
1. 年次寄付一人当たり200

ドル
2. ベネファクター5名
3. ポリオ撲滅に向けての募

金キャンペーンをすすめ
る。

4. ポールハリスフェロー・
マルチプルフェローへ
の推進。

5. 2010年～2011年より試行される財団の新補助金制度を
理解し、クラブ会員にわかりやすく情報提供する。

6. 財団月間には卓話など意識向上をはかる

クラブ広報常任委員会　佐川委員長
7月13日に県知事などを表
敬訪問し、今年度の地区活
動方針及び会長の重点目標
を報告して来ました。昨年
度に引き続き髙野委員長に
広報をお願いします。昨年
に引き続きメディアとの接
触を常に保っていけるよう
にします。会報について、例会の記録をするという意味
でも重要な役目を担っているため、正確に記録を残すよ
う努めたいと思います。

会報・ＩＴ委員会　谷川委員長
ＨＰに会報を掲載し、例会
の記録を正確に残していく
よう努めます。今年度は４
７回の例会がありますので、
４７名の会員の方の趣味な
どを掲載し、会員同士の親
睦をはかれるような会報に
していきます。パソコン教
室の開催も予定しております。

雑誌・広報委員会　井上委員長
1. ガバナー月信やロータリ

ーの友などの情報を会
員に広く知らせる。

2. 皆様の会社や自宅にもロ
ータリーの友を置いて頂
きロータリークラブの活
動を地域に知ってもらう。

3. クラブの活動を投稿する
よう奉仕プロジェクト委員会に働きかける。

4. 四大奉仕の各委員会が活動する内容を事前にメディア
などに広く知らせ取り上げてもらい地域社会に広く
知ってもらえるよう努力する。

クラブ管理運営常任委員会　小西委員長
各委員会の委員長様、会員の
皆様のご協力をいただき、少
しでも楽しい例会になるよう
に努めてまいります。年４回
の情報集会のテーマを今年度
冨川会長のテーマである5つ
の重点目標にして開催します。
４回目では重点目標を達成で
きたか、総括として開催します。沢山のご出席を宜しく
お願い致します。

ニコニコ委員会　大塩委員長
会員の皆様の周りでの出来事・
嬉しかった事・楽しかった事
などニコニコボックスに大歓
迎です。とりあえずのニコニ
コも大歓迎です。本年度は目
標金額を設定しませんが、小
さなことからコツコツと年度
末には大きなニコニコの木に
育ちます様に皆様のご協力を宜しくお願い致します。

親睦活動委員会　増井委員長
楽しく、意義ある例会してい
くために月見例会を花火例会
に、新しいことに挑戦します。
新世代委員会とコラボして講
師をお招きして講演会を行い
ます。企画段階のものもござ
いますが、１年間皆様のご協
力を宜しくお願い致します。

友好委員会　中條委員長
今年も太宰府ロータリーク
ラブ、東京恵比寿ロータリ
ークラブとの友好を深めて
いきたいと思います。皆様
のご協力を宜しくお願い致
します。

プログラム委員会　土谷委員長
「楽しい例会、意義ある例会」
の一助として卓話の持つ役割
を認識し、出席率の向上、会
員同士の親睦・理解の推進に
貢献したいと思います。面白
い話、珍しい話を意識的に準
備します。１年間宜しくお願
い致します。

出席委員会　高辻委員長
冨川会長の重点目標の「例
会への出席」を頭において
１年間気持ちを引き締めて
努めていきたいと思います。
ＨＰ上でメーキャップ情報
の閲覧ができますので、欠
席された方は早めにメーキ
ャップをお願い致します。
出席率の向上に皆様のご協力を宜しくお願い致します。

ＳＡＡ・ソング委員会　藤野委員長
これまでに引き続き品位あ
る大人の親睦の場にしてい
きたいと思います。特に卓
話講師に敬意を表し、我々
も見られているという気持
ちで例会に臨んで頂きたい
と思います。１年間皆様の
ご協力を宜しくお願い致し
ます。

私の趣味（松岡 嘉平治）

釣歴50年の私にとっては、今まで種々釣りあげた大物（真鯛97cm・
ヒラメ95cm　いずれも魚拓あり）が数多くありますが、石鯛として
このような大物は初めてであり、幻の魚として、本当に感激してい
ます。

魚　名：石鯛尺寸　　大きさ　67.8cm　　重量　7.8kg
釣場所：三重県鳥羽市国崎沖5km　
釣　船：功成丸
日　時：平成21年7月12日　午後5：00

●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2
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