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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7回 8月18日 
通算1472回
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第6回 8月8日 
通算1471回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1471回　
●会員数         　66名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 47名
●補填者数　　　　　6名
●出席率　　　　89.80％

1469回の修正　
●会員数         　65名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 53名
●補填者数　　　　　1名
●出席率　　　　94.74％

例会状況報告

1.開会の点鐘　18:00
2.ソング
 「奈良大宮ロータリーの歌」
3.お客様の紹介
4.会務報告
5.ガバナーアドレス
　国際ロータリー第2650地区
　ガバナー富田謙三　氏
6.閉会の点鐘　19:00

例会プログラム

２００９－２０１０／０７
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なにわ淀川花火大会

次週の例会
卓話「金融市場の見通し」
みずほ証券奈良支店
支店長　辻本好春様

ようこそ 富田 謙三ガバナー
奈良大宮ロータリークラブ会員一同は、公式訪問を心から歓迎致します。 

国際ロータリー第2650地区
2009-2010年度

ガバナー 富田 謙三
（京都ロータリークラブ会員）

【プロフィール】

●生年月日：1934（昭9）年07月25日 
●現 住 所：京都府京都市左京区岩倉南平岡町75-1 
●最終学歴：1957年03月同志社大学経済学部卒業 
●職業分類：私学経営 

とみた　　けんぞう

【ロータリー暦】
●クラブ関係
1981年5月6日 　京都ロータリークラブ入会 
1986～87年 　　幹事 
1987～89年　　 理事
1993～94年  　 理事
1998～99年 　　副会長(理事) 
2000～01年 　　会長エレクト(理事) 
2001～02年 　　会長(理事)

●地区関係 
1987～88年 　 R.I.第265地区
　　　　　　  (現 第2650地区) 副幹事 
1991～92年 　 R.I.第2650地区 副幹事長 
2003～04年 　 地区大会選挙管理委員長 
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1471回例会 さる８月５日清岡会員の御長男　正彰様がお亡くなりになりました。
心からご冥福をお祈りし皆様で合掌をしたいと思います。
本日は今年度最初の家族親睦例会に会員、ご家族の皆様多数ご参加いただき大
変うれしく思っています。１００名を超す人数は奈良大宮RCにとってもはじめ
ての事ではないでしょうか。なにわ淀川花火大会観覧という大変すばらしい企
画をだしていただいた親睦委員長はじめ委員の皆さんに深く感謝いたします。
　夏の夜空を彩る打ち上げ花火は日本の風物詩、ここで花火にまつわる話を一
つ、「かぎやぁ～」「たまやぁー」の掛声で風情を盛り上げる。江戸時代から
３５０年も続く老舗花火店「鍵屋」の創業者は「弥兵衛」という大和国出身の
青年だったそうです。初代　鍵屋弥兵衛本名は篠原弥兵衛。篠原の性は出身の
篠原村、現在の奈良県五條市大塔町篠原の地名からと云われています。日本で
火薬の技術が広まったのは種子島への火縄銃伝来がきっかけですが、紀伊国根
来寺、和泉国堺、近江国国友村などで鉄砲が製造されるようになり、その関係
で根来寺に近い五條周辺で弥兵衛は火薬作りの技術を身につけたと云われてい
る。
その後、江戸への途上　三河の岡崎で火薬の腕を磨いて隅田川の両国橋近くに
花火店を創業し、江戸城本丸御用達となったとされています。花火にちなんだ
ちょっとした話させていただきました。
　今夜は淀川の大花火大会　ゆっくり楽しみたいと思います。

 【ロータリー暦】
●Ｒ.Ｉ.関係他 
1998～1999年 R.I.関西４地区連合地区大会　
　　　　　　 第2650地区大会委員長 
2003～2004年 R.I.2004国際大会(関西) 　
　　　　　　 京都デー実行委員長
　　　　　　 R.I.2004国際大会(関西)
　　　　　　 国内委員会･実行委員会
　　　　　　 前夜祭･京都デー委員会 委員長 

●その他 
1992年 　　　ベネファクター 
1999年 　　　マルチプルポール･ハリス･フェロー
　　　　　　　(８回目) 
2001年 　　　メジャードナー(大口寄付者) レベル１ 
2007年 　　　第６回 米山功労者マルチプル

【職　　歴】
●略歴 
1957年4月 　 有限会社 藤工業所 入社 
1963年12月   有限会社 藤工業所 退社 
1964年1月 　 冨士興業 株式会社 入社 
1966年3月 　 冨士興業 株式会社 専務取締役 
1969年6月 　 学校法人 家政学園　評議員 就任 
1983年6月 　 学校法人 家政学園 理事 就任 
1984年12月～1986年1月
  　　　　　 学校法人 東山学園 理事 
1991年6月～2000年5月
  　　　　　 学校法人 家政学園 常務理事 
1992年7月 　 冨士興業 株式会社
　　　　　　 代表取締役社長 就任 
2000年6月 　 学校法人 家政学園 理事長 就任
　　　　　　 (2002年4月 京都文教学園に名称変更） 

【団体職歴】
●団体・職歴
1972年　　　  日本青年会議所 理事 拡大委員長 
1973年　　 　 京都青年会議所 理事長(第22代) 
1974年　　 　 日本青年会議所 常任理事
　　　　　　 （近畿地区協議会会長） 
1996年5月～2000年5月 
　　　　　 　 社団法人関西住宅宅地経営協会 理事 
2000年5月  　 社団法人関西住宅宅地経営協会 常任理事 
2001年6月  　 財団法人千里文化財団 理事 
2001年8月  　 財団法人日本国際連合協会 京都本部 理事 
2002年6月～2006年6月 
　　　　　　  社団法人全国住宅建設産業協会連合会 監事 
2005年5月 　  社会福祉法人 京都いのちの電話 理事 
2005年8月 　  財団法人中信育英会　理事 
2005年10月 　 財団法人日本国際連合協会 評議員 
2006年4月 　  宗教法人平安神宮 総代 
　　　　　　  元 京都府私学保護者会連合会 会長 他 
　　　　　　  学校法人保護者会長 就任歴 多数 
2008年5月 　  社団法人関西住宅宅地経営協会　副理事長 

【賞罰】
●賞罰 

2002年7月10日 国土交通大臣表彰 受賞 

2006年11月3日 黄綬褒章 受章 
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増井親睦委員長
本日は多数ご参加いただきありがとうございます。心配していた天気も問題なく花火会場はとても暑いので水分補
給をしっかりしていただき各自で気をつけていただくようお願いします。

なにわ淀川花火大会 思い出アルバム



4
▼次項へつづく



5
▼次項へつづく



6
▼次項へつづく

王寺ロータリークラブ
《例会変更》
平成21年9月15日（火）の例会は創立30周年記念式典の為下記の通り変更します。
日時：平成21年9月12日（土）10：00より
場所：ホテル日航奈良
※ビジター受付は平成21年9月15日（火）12：00～12：30　ＮＴＴdocomo王寺営業所1Ｆにて行います。
《例会休会》
平成21年9月22日（火）の例会は定款第6条第1節（Ｃ）により休会とします。
※ビジター受付は行いません。

例会臨時変更及び休会のお知らせ
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南円堂

ニコニコ箱　本日計 128,000円　累計　454,000円

深澤　文雄君　毎度お世話になります。
冨川　悟　君　親睦活動委員の皆さん、大変楽しい企画有難うございます。ゆっくり楽しませてもらいます。
小西　敏文君　親睦活動委員の皆様お世話になります。
植村　将史君　2009-2010年度第1回家族花火例会にご参加有難うございます。
矢追　文子様　ご無沙汰しております。今日の花火大会楽しみにしています。
森下　弘子様　素晴らしい企画を有難うございます。日が暮れるのを楽しみにしています。本日はいろいろお世話になり

ますが宜しくお願い致します。
有井　邦夫君　楽しい花火見物に感謝しています。家族共々喜んでいます。
成田　積　君　親睦活動委員会の皆さんご苦労様です。大規模な花火は久しぶりです。楽しませて頂きます。有難うござ

います。
中井　一男君　二人で楽しく花火見学させて頂きます。有難うございます。
土谷　宗一君　大イベント親睦活動委員会の皆さんのお気遣いに感謝。
高木　伸夫君　親睦活動委員会の皆様ご苦労様です。増井委員長の精進のお陰で晴天の下での最高の花火を楽しむことが

できます。有難う！！
多田　廣　君　お世話になります。
北神　徳明君　淀川花火大会に夫婦で参加出来ました事に感謝です。天候にも恵まれとても楽しみです。
多田　実　君　親睦活動委員会の皆様、本日はお世話になります。
橋本　和典君　親睦活動委員会の皆さんの精進の良いお陰で最高の花火日和になりました。これから上を向いて夫婦揃っ

てポカーっと大口を開けて花火を楽しませてもらいます。
渡辺　英孝君　ギンギラギンの太陽の中早く花火会場へ行きたい。
潮田　悦男君　久しぶりに、家族同伴例会に娘と参加しました。親睦活動委員会の皆様、ご苦労様です。今夕は楽しませ

て頂きます。
楠木　重樹君　初めて孫も参加させて頂きました。親睦活動委員会の皆様、お世話になります。
武藤　廣茂君　増井委員長様はじめ、親睦活動委員会の皆様、本日はお世話になります。花火大会楽しみです。
増井　義久君　淀川花火大会にご参加いただき有難うございます。何かと不備な点が有るかと思いますが宜しくお願い申

し上げます。
山本　尚永君　今日は大変花火大会を楽しみにしておりました。宜しくお願い致します。
西口　栄一君　花火例会無事終了を願って。
谷川　代則君　いい天気になって良かったです！！
倉田　智史君　親睦活動委員会の皆様、本日は花火大会お世話になります。
髙野　治　君　淀川の花火大会初めてです。親睦活動委員会の皆様、ご苦労様でした。
平方　貴之君　親睦活動委員会の皆様、どうも有難うございます。ニコニコ協力。
今﨑　和民君　ニコニコに協力。花火に有難う。
平野　貞治君　中條　章夫君　麹谷　瀞　君　福本　良平君　植倉　一正君　ニコニコ協力。
鈴木　浩之君　高辻　良成君　武中　洋勝君　野上　利樹君　水野　憲治君　ニコニコ協力。
大塩　栄作君　淀川花火大会にニコニコ！！世の中も景気よくパーっと大きな花火が上がりますように。本日は有難うご

ざいます。
●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

燈花会この一枚　富川　悟
今年もまた、奈良公園に燈花会の季節がやってきました。
毎年８月初旬から約１０日間位、奈良公園にろうそくの
花が咲きます。最近では期間中３０万人以上の見物客が
来ると云われています。写真を写すのも一苦労な状態に
なっています。この写真は燈花会の行事が始まって2年目
位の時に撮影しました。真夏の午後３時頃からカメラを
セットして撮影したことを思い出します。この写真の面
白さはボートの提灯の光跡の形にあると思います。


