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第1回 7月5日 
通算1559回

第45回 6月28日 
通算1558回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1558回　
●会員数         　70名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 59名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　88.1％

1556回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 59名
●補填者数　　　    5名
●出席率　　　　 95.2％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「君が代・奉仕の理想」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.友愛例会
６.閉会の点鐘　18時30分

２０１０－２０１１／４７
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会長報告
・ Ｅクラブ開設の正式なご案内です。名称は「日本ロータリーＥクラブ2650」、特
別代表：刀根荘兵衛氏、会長：杉田博氏、幹事：大北眞一氏です。新たなスポン
サークラブの参加希望がありませんでしたので、大津東・敦賀・大和高田・福井
北の各クラブがスポンサークラブです。

・ 以前卓話をして頂いたチャイルド・ケモ・ハウスの楠木理事長から、東日本大震
災の被災地支援として「夢の病院からのお届けもの」プロジェクト開始のご案内
がありました。被災地において小児がんなどで日頃から感染予防に特に配慮しな
がら生活を送られているお子さんと、そのお子さんを見守られる方を対象に、手
洗いせっけん等７点を約１ヶ月分をパッケージにしてお届けするものです。詳細は、
チャイルド・ケモ・ハウス事務局（℡：072-646-7073）までお問い合わせくださ
い。

・ 平城遷都1300年祭の公式記録・ＤＶＤが届きました。これは事務局にて保管いた
しますので、ご覧になりたい方は事務局にお申し出ください。

・ 敦賀ＲＣおよび敦賀西ＲＣから、例会場等の変更連絡がありましたので、週報に
掲載いたします。

　敦賀ＲＣ例会場・事務局変更
　■新例会場
　　住所：〒914-0054　福井県敦賀市白銀町11-1福井銀行　敦賀支店２Ｆ
　　電話：0770-25-4444
　■新事務局
　　住所：〒914-0054　福井県敦賀市白銀町5-12
　　電話：0770-25-0500　FAX：0770-25-0051

　敦賀西ＲＣ　ＦＡＸ・メールアドレス変更 
　■新FAX番号　　　　 ：　０７７０-２０-００４５
　■新メールアドレス　：tnishi-rc@river.ocn.ne.jp 

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

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄

例会プログラム
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委員会報告
藤井副会長
状差しに第４回情報集会の報告を入れました。「本年度運営について、次年度への一言」のテーマでご意見いた
だきましたが、当年度については非常に良くやったというお褒めの言葉を多く頂戴しましたこと、皆さんに感謝
申し上げます。次年度についての意見も色々とありましたので、井上会長エレクトに報告いたしました。

ロータリー情報委員会・多田廣委員長
「定款・細則・事務取扱内規」が出来上りましたので、皆さまにお配りいたしました。遅くなり申し訳ございま
せんでした。是非一度は必ずお目通しをお願いしたいと思います。

親睦活動委員会・宮西委員長
年度末家族例会には、６９名のご参加でした。今回はお子様がいらっしゃいませんでしたが、１５名ものご家族
にご参加いただきました。一年間本当に至らない点も多々あったかと思いますが、皆さんのご協力、本当に有難
うございました。次年度も宜しくお願い致します。

ＲＹＬＡ修了証授与式谷川美帆さん(谷川会員ご令嬢)
（２０１１．５．２０～５．２２）

＜谷川美帆さんよりご挨拶＞
先日天理で行われたＲＹＬＡに参加させて頂き、有難うござ
いました。「一人前の大人とは」というテーマについて森元
総理大臣を始め、普段聴く事のできない様々な先生たちのお
話を聴かせて頂きました。特に印象的だったのは、金美齢先
生の「一人前の大人とは、自分の人生を自分で決めること」
ということです。これから就職や結婚など、自分で決めなけ
ればいけないことがたくさんあるので、自分の行動に責任を
持てる大人になりたいと思いました。有難うございました。

＜新入会員入会式＞
推薦者（顧問）・有井会員より紹介
森山斗福さんをご紹介いたします。株式会社らくじ会の代表
取締役に就かれています。理事長をされている奥様は、既に
平城京ＲＣに入会されています。森山さんご本人は、「まだ
私がロータリアンになるのは大変心苦しい」と思われていた
ところ、奥様が先に御入会され、奥様の方から「どうも話が
合わないので有井さん、早く入れてやって下さい」というこ
とで、一年ほどして今日この日を迎えられました。
ご家族は先ほどお話しました奥様、高校生のお嬢さんと３人
のご家族です。ご長男は既にらくじ会の仕事に就いておられ
ます。
森山斗福会員より挨拶
こんばんは。森山と申します。５２になったばかりです。至
らぬ所がたくさんあると思いますが、これから皆さん宜しくお願い致します。
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推薦者（顧問）・小池会員より紹介
今更紹介する事もないと思いますが、中嶌大さんをご紹介し
ます。彼のお父さんは我々と同じ、２２名のチャーターメン
バーのうちの１名です。お父さんは入会後、３年ほどして病
に倒れられ、毎週例会に出席されるのが本当に大変なご様子で、
1983年10月にお亡くなりになりました。その時に彼は早稲田
大学大学院に在学中でしたが、急遽中退をされ、お父さんの
跡を継がれ、税理士になられました。1989年に奈良大宮ＲＣ
入会後、2000年度平野会長の時には幹事を、2005年度楠木会
長の時に副会長をされました。しかし、その半年後に「職務
多忙のため、一旦退会いたしますが、落ち着いたら必ず戻っ
て来る」と約束を頂き、本日の再入会となりました。本当に
待ちに待った人です。そのままずっと続けられていれば会長
にもなられていたかと思いますが、今後皆様のご協力により、奈良大宮ＲＣを中嶌君に背負って行って頂きた
いと思います。
中嶌大会員より挨拶
こんばんは。ご無沙汰いたしております。平成18年12月に仕事の都合上とはいえ、皆様の暖かい友情とご理解
の下、暫く休養させて頂きまして、ご迷惑をお掛けして本当にすみませんでした。4年半のブランクがあります。
あくまでも新人ですので、苛めないようにお願いします。再入会で早々、お願いを申し上げて申し訳ないので
すが、私が1人入ったから1人辞めても良いやないか、という方もボチボチ見受けられます。誰とは申しません
が、是非ここにいらっしゃるメンバーは最後まで残って頂けます様に会員増強委員長に代わりましてお願い申
し上げます。
話は変わるのですが、私も54歳になり、父親の亡くなった年を越える形になりました。仕事は事務所のスタッ
フが非常に優秀で頑張ってくれています。自分自身もまた頑張ろうと思うのですが、地方の経済は大変な状況
です。奈良県の経済の発展の為、また奈良県南部の環境保全、過疎化問題、農林漁業の方に自分の基軸を移し
ていって頑張ってみたいな、と思っておりますので、その時には皆さん、御協力お願いします。

＜会長退任挨拶＞
色々言いたいことはありますが、時間も迫っており、また時間は必ず守ら
なければならないものですので、「会員の皆様方には本当に感謝申し上げ
ます。」、この一言だけ申し上げて終わりたいと思います。
 「退任挨拶」として、私の思いと申しますか、今まで色々お世話になっ
たこと、言葉では言い尽くせないことを、「年間報告」に書かせていただ
きました。できあがりましたら、ゆっくりとご覧ください。一年間本当に
皆様方にお世話になりました。有難うございました。

＜幹事退任挨拶＞
いま会長が時間が押しているという事で簡単に挨拶されましたので、私も
簡単にさせて頂きます。
とにかくニコニコに書かせて頂いたように、皆様方のお蔭で何とか無事に
港に戻ってこれたな、という思いです。
実は一年半ほど前に幹事をすることが決まったのですが、その時に胃をと
りましたので体調も優れず、また幹事就任半年前に前立腺の手術をして、
幹事する一月前に心臓の手術をしましたので、皆様方はたぶん「あれは途
中でリタイアするんじゃないか」と思っておられたかと思いますが、私の
心では「なにくそ、病気には負けないぞ」と思っておりましたので、逆に
いま私の顔を見て頂いたら、「健康になってるんじゃないか」と思って頂
けるのではないかと思います。これも幹事をさせて頂いたお蔭だな、と思っております。
皆様方には色々とご迷惑をお掛けしたかと思いますが、ロータリーの友情に免じてお許しを頂きたいな、と思
います。
次年度増井さんは私よりも大変立派な方でございます。たぶん私以上に大宮ロータリークラブを引っ張って行
って頂けるかと思います。
どうもありがとうございました。
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ニコニコ箱　
本日計 234,000円　累計　2,925,000円

矢追家麻呂君　本日が今年度最後の例会です。心が和ん
だ平城遷都1300年祭、心が痛んだ集中豪
雨による災害に東日本大震災と悲喜こも
ごもの１年間でした。理事・役員・会員
の皆様方、裏方として支えていただきま
した事務局の古川さん１年間お疲れ様で
した。ありがとうございました。

矢追家麻呂君　野﨑さん先日はお世話になりありがとう
ございました。

藤井正勝　君　会長、幹事、一年間ご苦労様でした。ご
指導ありがとうございました。会員皆様
ご協力していただき感謝！！

石野捨雄　君　会員皆様に御協力頂いた、お蔭で何とか
無事に港に着岸する事が出来ました（年
間報告が残っておりますが）此の一年間、
御指導御鞭撻たまわりました事に深く感
謝申し上げます。ありがとうございまし
た。

井上正行　君　本年度会員組織委員会に一年間御協力あ
りがとうございました。

植村将史　君　本年度　会長、幹事、理事、役員、委員
長の皆様おつかれさまでした。又、矢追
会長、先日は大変お世話になりありがと
うございました。ゆっくりと休養して下
さい。

麹谷　瀞　君　矢追丸の１年の航海の無事を祝して。矢
追船長、石野航海長ご苦労様でした。

平方貴之　君　執行部の皆様、お疲れさまでした。
植倉一正　君　矢追会長、一年間ありがとうございまし

た。
多田　実　君　矢追会長１年間ご苦労様でした。又先日

はお世話になりました。
増井義久　君　矢追さん、石野さん、１年間ありがとう

ございました。
谷川千代則君　矢追会長、石野幹事、おつかれ様でした。

先日は大変ありがとうございました。
高辻良成　君　矢追さん、１年間おつかれ様でした。過

分なお気遣いをいただき、本当にありが
とうございました。

宮西正伸　君　矢追会長　先日は有り難うございました。
会員の皆様、親睦委員会、一年間有り難
うございました。

中井一男　君　執行部の皆様方、本年度は御苦労様でし
た。盛大裡に本日を迎える事をよろこん
でいます。これからもよろしくお願い致
します。

金星　昇　君　矢追会長、一年間御苦労様でした。
北神徳明　君　矢追会長　石野幹事　藤井副会長　１年

間御苦労さんでした
成田　積　君　本年は矢追会長、石野幹事始め各理事各

委員長のたゆまぬご努力により有意義な
一年でありました。ご苦労さまでした。

髙野　治　君　矢追会長、石野幹事、１年間、ご苦労様
でした。

中條章夫　君　会長、幹事、理事のみなさん、一年間ご
苦労様でした。今回はみんなで楽しく、
ニコニコ

高木伸夫　君　矢追会長はじめ理事役員の皆様、ご苦労
様でございました。お蔭様で楽しいクラ
ブライフを過ごすことができました。

森下泰行　君　役員の皆様一年間ありがおうございまし
た。

潮田悦男　君　会長、幹事様、役員の皆様、一年間御苦
労様でした。

藤野城市　君　執行部の皆様１年間ごくろうさまでした。
小西敏文　君　矢追会長、石野幹事、１年間御苦労様で

した。中嶌大さんの再入会と森山斗福さ
んの入会おめでとうございます。

小池恭弘　君　矢追会長役員の皆様１年間御苦労様です。
中嶌大様御入会おめでとうございます。

橋本和典　君　矢追会長石野幹事、有難うございました。
終ってみれば１年て早いものでしたね。
でも残念乍ら"延長"はございませんので
アシカラズ！中嶌大さんお帰りなさい！
大歓迎です！よく言う事聞いてくれまし
た　エエ奴っちゃ！！

楠木重樹　君　矢追会長、石野幹事一年間ご苦労様でし
た。又中嶌さんの会員復帰、おめでとう

平野貞治　君　矢追様役員の皆様　ご苦労様でした。中
嶌さん　お帰りなさい。大歓迎です。

飯田二昭　君　・矢追会長はじめ役員の皆様　御苦労様
でした。・中嶌さんのカムバックを喜ん
で。

冨川　悟　君　矢追会長、石野幹事一年間大変ご苦労さ
までした。中嶌さんお帰りなさい。中嶌
さん、森山さんの入会を祝して。

有井邦夫　君　森山さんの入会を喜んで。大さんお帰り
なさい

中嶌　大　君　新入会員の中嶌です。今後とも宜しくお
願い申し上げます

森山斗福　君　ヨロシクオネガイシマス。
多田　廣　君　皆様今年度中は大層お世話になりました。

次年度もよろしくお願い申し上げます。
山本直明　君　本年度もお世話になり、有難うございま

した
武中洋勝　君　今年度１年間有難う御座居ました。来年

度も宜敷くお願い致します。
藤川保雄　君　本年度はお世話になりました。次年度も

よろしくお願いします。
楠下重郎　君　今年度お世話になりました。
門脇伸幸　君　今年最後の例会です。次年度も宜しくお

願い致します
土谷宗一　君　本年お世話になりました
日吉晴雄　君　本年は色々とお世話になりました。
野﨑隆男　君　矢追会長先日の土曜日は大変お世話にな

りました。ありがとうございました。並
びに、理事役員及び委員長の皆様もあり
がとうございました。

大塩栄作　君　ニコニコ一年間ご苦労様でした。お世話
になりました。ニコニコ！

倉田智史　君　ニコニコ協力します
箸尾文雄　君　ニコニコ協力
パスト幹事会　６月２３日にパスト幹事会が開かれ石野

幹事と増井次期幹事の慰労会と激励会が
開かれました。その際の余剰金をニコニ
コさせて頂きます。

今﨑和民　君　この１年間、ニコニコへのご協力に感謝
申し上げます。

次週の例会【７月１２日（火）】クラブ協議会①（前期活動方針）　
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