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2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第1回 7月3日

通算1606回

◎会員数 ７０名

◎出席規定免除者数 ２２名

◎出席者 ５８名

◎出席率 ８６．５７％

第46回 6月17日

通算1604回

◎会員数 ７２名

◎出席規定免除者数 ２３名

◎補填者 １０名

◎出席者 ５９名

◎出席率 ９０．７７％

＜会長報告＞

●クラブ運営方針の確認

・・・後程、会長就任挨拶でさせて頂きます。

●定例理事会開催の確認

・・・毎月第一例会16：00～行います。

●本年度理事役員及び各委員会組織表の確認

・・・以前、次年度理事会で確認しましたものを、本日承認頂きました。

●会長職務代行順位の確認

・・・ロータリー歴に基づき、一位：楠下さん、二位：藤井さん、三位：宮西さん：四位：森

下さん、五位：大塩さんの順です。

●会計監査選任について

・・・パスト会長の矢追さんにお願いする事になっております。よろしくお願いいたします。

●年間行事表、予算案の確認

・・・以前、次年度理事会で確認しましたものを、本日承認頂きました。

●事務局経費、給与、時間の確認

・・・前年度と同じです。

●事務局の整理をする事の確認

・・・橋本幹事を中心としてやって頂く予定です。

●指定銀行の確認

・・・南都銀行大宮支店であります。

●９月９日家族親睦例会の確認

・・・後日植村親睦活動委員長より説明があるかと思いますが、9月9日に月見例会を行ないま

すので、皆さん、予定を宜しくお願い致します。

●各種団体への挨拶について

・・・後程、橋本幹事より詳細説明があります。

●北河原ガバナーノミニーへの財政支援をする確認

・・・（以前）次年度理事会で確認しましたものを、本日承認頂きました。

●竹川名誉会員の継続受諾の確認

・・・継続受諾の確認を本日行いました。

例会プログラム
第2回 7月10日

通算1607回

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．会務報告

５．クラブ協議会

６．閉会の点鐘 18時30分

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps
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●米山奨学生の出席について

・・・第三例会に来て頂き、奨学金をお渡しするという事で、確認承認を得ました。

●クールビズについて

・・・上着着用、ネクタイは不要という事で、確認承認を得ました。

●クラブ協議会開催について

・・・年間6回を予定しております。

●前期会費納入について

・・・後程谷川会計より説明があると思いますが、特別会計として二つ、ロータリー財団と皆さんの状差しに（書類が）入って

いたかと思いますが、「ロータリー希望の風奨学金」として地区から一人当たり10,000円の要請が来ております。これは

非常に良いことだと思いますので、理事会で特別会費として集めることにつき、承認を得ました。よろしくお願いいたし

ます。

●各奉仕月間等の卓話について

・・・原則的に各奉仕月間の第一例会に各奉仕活動委員会に何か考えて頂くことで承認を得ました。

●福本会員からの出席免除返上について

・・・本人からのご希望ですので、反対する事もありませんので、理事会で承認致しました。出席宜しくお願い致します。

●情報集会について

・・・年間4回で、時期とテーマについては副会長に一任することで、承認を得ました。

●創立３５周年準備委員会の設立について

・・・前の30年や25周年の時（同様）、歴代会長を中心として準備委員会を作るということで、承認を得ました。来月の理事会

からまたそのことについて考えて行きたいと思います。

●奉仕プロジェクト委員会大宮小学校サマーキャンプ等について

・・・8月31日～9月1日に大宮小学校で行う事で藤井奉仕プロジェクト常任委員長より案を頂きましたので、承認致しました。ま

た、後日、藤井委員長より説明があると思います。

●社会奉仕委員会献血活動運動協賛について

・・・後日、宮西社会奉仕委員長より説明があると思います。参加の程、よろしくお願いいたします。

●北河原ガバナーノミニー支援について

・・・次年度理事会で認めておりますが、具体的にどうするか、ということを本日有井地区幹事長予定者及び土谷会計長予定者

に来て頂きまして、趣旨を説明頂きました。具体的に言いますと、クラブ財産より「ガバナー事務所設立準備委員会」と

いうところに、200万円を借用したいという要望です。もう一つは、特別寄付金と致しまして、後期に1万円を各会員より

集めて欲しいとの要請がありましたので、理事会で慎重に協議しましたが、北河原さんにガバナーとして出て頂くに当た

り、我々クラブとして全面的に協力した方が良いという事で、理事会で全員一致しましたので、よろしくお願いいたしま

す。

●近畿セキスイハイムの野上さんが、6月30日付で会社の都合で辞められました。次の方がまた入って来られる予定ですので、理

事会承認を得て発表したいと思います。

＜委員会報告＞
谷川会計

今年度会計を務めさせて頂きます。よろしくお願いいたします。会費の納入のお願いを本日状差しに入れさせて頂いております。

本年度も会計￥117,500と、地区への人頭分担金、理事会で御承認頂きましたロータリー財団への年次寄付￥10,000、それから先

ほど会長からご説明頂きましたロータリー希望の風奨学金￥10,000を含めまして￥174,570の前期会費となっております。希望の

風奨学金は説明書も入れさせて頂いておりますが、東北の震災で一過的な応援ではなく継続してやっていこうということで、義

捐金という形をとっております。是非御協力の程、よろしくお願いいたします。会費納入（期限は）7月31日になっておりますの

で、よろしくお願いいたします。

ガバナーノミニー年度・幹事長グループ会・武藤副幹事長

いよいよ北河原ガバナーノミニーの年度に7月から入りまして、色々とお願いしていることもたくさんございますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。私が前に出て参りましたのは、そういうことでございます。第一回の幹事会をさせて頂こうと思ってお

ります。担当の幹事さんには状差しに詳細を入れさせて頂いております。ひょっとしてお忘れになられるといけませんので、メ

ンバーを申し上げます。よろしくお願いいたします。谷川さん、中條さん、植村さん、小池さん、髙野さん、石野さん、西口さ

ん、井上さん、冨川さん。それと、相談役の箸尾さん、中井さん、幹事長、副幹事長4名と、会計長、副会計長です。以上の方を

交えまして、第一回の幹事会を7月12日に行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

髙野雑誌・広報委員長

今年度雑誌広報委員長として、「ロータリーの友」の読みどころを、毎月紹介したいと思います。

2008-09年度に引き続き、2回目の雑誌広報委員長を仰せつかりました。あまり時を経ずして同じ役職をお請けするのも悪くない

もので、1回目の反省を踏まえ、やり残したこと、もっとこうすればよいと思うことに取り組むよい機会をお与えいただいたと思っ

ております。

各メディアを通じて、当クラブの事業やロータリークラブというものを広く発信していくのはもちろんでありますが、今年度に

関しましては、「ロータリーの友」への積極的な投稿を試み、また、その読みどころを皆様にご紹介したいと思います。
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若輩浅学ゆえ、的外れなものを紹介したり、あきれ果てるコメントを入れたりすることも多いかと思います。その部分はロータリー

の友情に免じて、優しくご指導を賜ればと思います。

さて、今月の「ロータリーの友」ですが、左からの5ページ及び16ページに、2012-13年度ＲＩ会長田中作次さんのメッセージが記

載されております。田中さんは、日本人としては30年ぶりにＲＩの会長に就任されたとのことです。新年度の初めとして、是非と

も田中会長からのメッセージには目を通しておいていただきますようお願い申し上げます。

また、右からの2ページからは、著書「バカの壁」で一躍有名になられた、東京大学名誉教授の養老 孟司先生の講演要旨が掲載

されております。身近なところで言えば原発の再稼働問題、もっと長く広く視野を取れば、人類にとっての大きなテーマである、

環境問題、エネルギー問題に関して、示唆に富んだ講演をなさっておられます。本質的なところから説き起こされていること、

先生なりの歴史観に裏打ちされていること、切り口が斬新で興味深いことなどから、大変面白くて有用な内容であると思います。

しかし、先生の仰るようになればいいのにとは思うものの、残念ながらそうはならないというのが私のコメントです。皆さんはど

のようにお感じでしょうか？是非、ご一読を願います。（高野委員長欠席の為、橋本幹事代読）

<幹事報告>
●概況報告でございますが、歴代の年度ではこの日に間に合うようにされていたのですが、当年度は諸般の事情が色々ありまして、

必ず次回の協議会には間に合うようにさせて頂きます。

●先ほど会長からの宿題がありまして、各種団体の挨拶を言え、と言われたのですが、本日その委員長であります髙野雑誌・広報

委員長がお休みされていますので、私が聞いている範囲内で申し上げます。

・7月12日（木）・・・知事・市長・各種報道機関を回る

・メンバー・・・楠原会長、潮田副会長、私（幹事）、藤井奉仕プロジェクト常任委員長、 髙野雑誌・広報委員長

●本日の行事の主だったものを発表させて頂きます。

・クラブ協議会・・・年間6回。7月10・17日のクラブ協議会①②については、前期活動方針を発表して頂きたいと思います。

・ＩＭ・・・10月28日。橿原ロータリークラブがホストで行われます。

・ガバナー公式訪問・・・これは今迄ずっと8月にあったのですが、本年度は11月6日にございます。それを、クラブ協議会④とさ

せて頂きます。

・地区大会・・・2013年4月13・14日に予定されております。

＜会長就任挨拶＞
改めまして、こんばんは。

只今より会長就任の挨拶をさせて頂き

ます。

2012-2013年度 奈良大宮ロータリー

クラブの会長をさせて頂くことになり

ました。その責任の重さを痛感いたし

ております。私が入会させて頂いて28

年目、当クラブも34年目に入り、次の

年度には、創立35周年という大きなふ

しめにあたります。

そしてさらに36年目には、北河原さ

んが2650地区ガバナーに就任されると

いう、当クラブにとって大変名誉なこ

とになりました。

歴代会長はじめ会員の皆様が築いて

こられましたこのすばらしいクラブの

歴史と伝統を継続し発展させていきた

いと思います。

以上のことを私なりに考えまして、

今年度奈良大宮ロータリークラブテーマを、『活力あるクラブ作り』とさせて頂きました。

本年度クラブ重点目標は、

1.地域に密着した奉仕活動

・・・これは、奉仕プロジェクト常任委員会にお願いしたいと思います。

2.会員増強の推進

・・・これは、会員組織常任委員会にお願いしたいと思います。

3.クラブリーダーの育成を図る

・・・これは、ＲＬＩ委員会 にお願いしたいと思います。

4.クラブ会員間の親睦を深める

・・・これは、親睦活動委員会にお願いしたいと思います。

5.ロータリー財団と米山奨学会への支援を強化する

・・・これは、ロータリー財団委員会と米山奨学委員会にお願いしたいと思います。
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＜幹事就任挨拶＞
改めまして、みなさん、こんばんは。

この度幹事という大役を仰せつかりま

した橋本でございます。勿論ご存じだ

と思いますが・・・。自分のことは自

分が一番よく知っている訳でございま

して、この大役をよく引き受けたもの

だ、と。この重荷に耐えて行けるかど

うか、と、本当に自分が一番不安であ

るんですが、こういう男でございます

ので、一旦引き受けたらとことん頑張

ろうと、その決意だけは持っておりま

す。どうぞ一年間、よろしくお願いい

たします。一人では全然何もできない

男でございます。それは皆さんも本当

によくご存じだと思います。すかたん

ばかりやっている男でございます。し

かし、この経験豊かな楠原会長始め、

理事役員の方々、また各委員長の英気

溢れた方々を擁しまして、私をきっと

後ろから支えて頂けるものと信じてお

ります。

入会して13年経って、その間SAAを二回させて頂きました。そのお陰でこの奈良ホテルの優秀なスタッフの方々、よく顔馴染みに

なりまして、特に女性にもてたのは私の仁徳の致すところだと思っております。

そういった皆さんの叱咤激励を受けながら、この一年、何とかこの楠原丸が無事かえってこれるまで、舵取りとして大海原に出て

行く所存でございます。どうぞ皆様の温かいご支援をお願いいたします。

＜北河原ガバナーノミニー挨拶＞
皆さん、こんばんは。ガバナーノミニー

就任の挨拶があるということは、私は

始め知らなかったものですから、幹事

から就任のご挨拶を、と言われまして、

確かに言われてみれば、7月1日からは

正式にガバナーノミニーということで

ございますので、ご挨拶しないといけ

ないのかも知れないのですが。なにぶ

んにも、とにかく、私自身が忙しくて、

ガバナーノミニー予定者になった途端

に色々と書類が来たりしておりますし、

ガバナーノミニーになっても、この地

区ではない所からＩＭの案内が来てお

りまして、それに時間があれば出席し

ろ、ということでしょうが、その時は

残念ながら私はアメリカンエクスプレ

スの講演をすることになっております

から、とてもそれも行けないのですが、

こんな調子で次から次へとノミニーで

あっても色んなことが降りかかってくるということで、本当にこれは忙しい大変な役目だな、と思って実はちょっと不安になって

おります。なかなか出れないものですから、地区の様子やどのようなことが行なわれているということを見聞きする機会が少ない

状態で、ガバナーノミニーからガバナーエレクトになって、ということになるのではないかと、地区幹事長、或いは副幹事長の方々

に私のいけない時は地区に顔を出して頂いて、色々と情報を取り入れて頂きたいと思っております。何れにしましても、先ほど楠

原会長もおっしゃった通り、皆様方の後押しを頂いて何とかこのノミニー年度を務めていきたいと思っております。どうか一つ、

御協力の程、よろしくお願いいたします。有難うございました。

6.広報活動によるロータリークラブのＰ．Ｒ．

・・・これは、クラブ広報常任委員会にお願いしたいと思います。

以上のように決めさせて頂きました。

最後に、理事役員はじめ委員会委員長、一丸となってがんばりますので、会員ならびに会員家族の方のご支援とご協力をお

願い 申し上げます。

簡単ですが、会長就任の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
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ニコニコ箱 本日計 159,000円 累計 159,000円

楠原忠夫 君 ニコニコ 本年度クラブ会長をさせて頂きます。宜しくお願いします。

潮田悦男 君 新年度が始まりました。楠原年度の副会長として背一杯がんばりますので 皆様よろしくお願いします。

橋本和典 君 いよいよ始まりました。よろしくお願いします。“ロータリアン いつもニコニコ アイサーブ”

北河原公敬君 本日ＮＨＫＴＶの撮影がありました。７月２２日朝の「心の時間」に放映されます。2012-2013年役員の皆様 よ

ろしくお願いします。

多田 廣 君 新年度おめでとうございます。会長はじめ理事役員の皆様お世話になります。

中井一男 君 新年度 出発おめでとう御座います。がんばって下さい。

成田 積 君 今年度のテーマ「活力あるクラブ作り」に、楠原会長、橋本幹事始め理事、委員長の皆様、こぞって一致結束して

力強く邁進してください。

有井邦夫 君 楠原年度スタート致しました 心よりお�び致します よろしく御指導下さい。

中條章夫 君 楠原、橋本丸本日出航です。楽しい例会をお願いします。

高木伸夫 君 楠原丸の出航おめでとうございます。すばらしい航海になりますことを祈念いたします。

平野貞治 君 楠原会長様始め役員の皆様 今年もよろしく

矢追家麻呂君 楠原会長・橋本幹事よろしくお願いします。

松岡弘樹 君 楠原会長、橋本幹事、一年間お世話になります。健康にはくれぐれもご留意下さい。

清岡正教 君 所用の為、欠席おわび致します。新年度 楠原会長 理事 役員の皆様、１年間宜敷くお願い致します。

山本尚永 君 楠原会長、橋本幹事一年お世話になります 皆さん 今年度も宜しくお願いします

中嶌 大 君 楠原会長、橋本幹事 御出航 お祝い申し上げます

多田 実 君 楠原丸の出帆を祝して

楠木重樹 君 楠原丸 頑張って

冨川 悟 君 楠原会長、橋本幹事、名コンビの年度 いよいよスタートですね。きっと盛り上がった例会になるでしょう。期待

しています。

松岡嘉平治君 同年入会の楠原会長 頑張って下さい。

北神徳明 君 楠原会長 橋本幹事 一年間ご苦労さんでございます よろしくお願い申し上げます

小池恭弘 君 楠原会長１年間ご苦労様です。又役員理事の皆様方楠原会長をよろしく御願い致します。山歩き同好会７月１日比

良山系堂満岳（1057ｍ）１日中雨の中登山してまいりました。

飯田二昭 君 楠原会長 橋本幹事 他 新年度のスタートを祝って、楽しみにしています ・雨の比良堂満岳 お世話になり有

難うございました

植倉一正 君 ７月１日山歩き会で、比良山系の堂満岳へ登ってきました。山歩き会の皆さん、雨の中お疲れさんでした。今年度

も、よろしくお願い致します！

増井義久 君 昨年度は、お世話になりました。（橋本幹事、たしかにバトンをお渡ししました。一年間頑張って下さい） 本年

度はニコニコ委員会でお世話になります。一年間宜しくお願いします。

武中洋勝 君 新年度 楠原会長、理事役員の皆様 １年間宜しくお願い致します。ニコニコ委員として頑張りますので、御協力

宜敷くお願い致します。

宮西正伸 君 本年度 社会奉仕委員会を担当致します。１年間何卒よろしくお願い致します。

森下泰行 君 今年度、財団委員長を担当させていただきます。皆さんのご支援、ご協力何卒よろしくお願いたします。

高辻良成 君 今年度は、ＳＡが、進行を承りました。１年間どうぞよろしくお願いいたします。

楠下重郎 君 今年度国際奉仕を担当致します。よろしくお願い申し上げます。

井上正行 君 本年度のクラブ広報常任委員会の、広報委員会、会報・ＩＴ委員会に対して皆様のご協力をお願いします

野﨑隆男 君 先日は、井上前会長はじめ、前理事役員委員長の皆様ありがとうございました。これから一年間プログラム委員会

よろしくお願いします。

堀内眞治 君 出席委員会、１年間よろしくお願いします。

植村将史 君 新年度のはじまりを祝して！！

土谷宗一 君 本年度もよろしく

佐川 肇 君 本年度もよろしく

藤井正勝 君 今年度もよろしくお願い致します

藤川保雄 君 本年度 よろしくお願いします

山本直明 君 本年も、宜敷く御指導の程 お願い申し上げます

谷川千代則君 一年間よろしくお願い致します。

水野憲治 君 １年間宜しくお願いします

渡辺英孝 君 新年度も宜しくお願いします

市田富久夫君 昨日、７月２日付をもって代表取締役社長に就任しました。

箸尾文雄 君 ニコニコ協力
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平成２４年７月１７日（火） クラブ協議会

例会変更のお知らせ

７ 月

■大和郡山ロータリークラブ ■

・７月１６日（月・祝）・・・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。

７ 月

■王寺ロータリークラブ ■

・７月１７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。

■五條ロータリークラブ ■

・７月１８日（水）・・・橿原ロータリークラブとの合同公式訪問の為、変更

→７月２０日（金）に変更。

※ビジター受付は７月１８日（水）12：00-12：30南都銀行五条支店にて行います。

８ 月

■大和郡山ロータリークラブ ■

・８月 ６日（月）・・・納涼例会の為、時間・場所の変更

時間：１８～２１時

場所：ホテル日航奈良（TEL:0742-35-8831）

※ビジター受付は８月６日（月）12：00-12：30奈良プラザホテル１Ｆロビーにて行います。

・８月１３日（月）・・・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。

■王寺ロータリークラブ ■

・８月１４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。

■五條ロータリークラブ ■

・８月１５日（水）・・・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。

森山斗福 君 ニコニコ協力

福本良平 君 ニコニコ協力

門脇伸幸 君 ニコニコ協力

今﨑和民 君 ニコニコ協力

西口栄一 君 ニコニコ協力

倉田智史 君 前年度のニコニコ大記録を前にプレッシャーでいっぱいですが、コツコツと積み上げていきたいと思いますので、

一年間皆様のご協力をどうぞ宜しくお願いします。本日たくさんのニコニコありがとうございました。

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳


