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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2回 7月10日

通算1607回

◎会員数 ７１名

◎出席規定免除者数 ２２名

◎出席義務者数 ４９名

◎欠席者 ６名

◎出席者 ５７名

◎出席率 ９０．４８％

第46回 6月26日

通算1605回の修正

◎会員数 ７２名

◎出席規定免除者数 ２３名

◎出席義務者数 ４９名

◎欠席者 ４名

◎補填者 １名

◎出席者 ６７名

◎出席率 ９５．７１％

<会 長 報 告>
●７月５日（木）橋本幹事と一緒に南都銀行大宮支店に、事務所借用
お礼の挨拶に行ってまいりました。大宮支店の樋口支店長と渡邉次長

にお会いしました。
●県下、大和郡山ＲＣが本年度、創立50周年を迎えられます。この記
念事業の案内を頂いております。アジアのモンゴルと日本の青少年に

よる文化交流コンサートを8月23日（木）大和郡山城ホールでされるよ
うです。これは、ロータリアンの方が行かれるとメーキャップになる
ということですので、興味のある方は行って下さい。受付に（案内を）

置いておきます。よろしくお願いいたします。
●8月14日の例会休会の際には、ビジター受付はしないということを、

例会プログラム
第3回 7月17日

通算1608回

１．開会の点鐘 17時30分

２．ソング

「海」

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

＜委員会報告＞
職業奉仕委員会・大塩委員長

第一回目の委員会を本日例会終了後、開催致します。委員の方は、す
みませんが、3分程で終わると思いますので、ご協力宜しくお願い致し
ます。

新世代委員会・藤井委員長

本日皆さんの状差しに青少年交換学生募集についてのパンフレットを
入れさせて頂いております。長年当クラブではございませんが、もし
ご希望の方があれば、申込期限が9月20日です。どうぞよろしくお願い

いたします。

井上年度より山本尚永前会計

前年度会計よりお願いでございます。前年度会計を締めたいと思いま
すので、お金を立て替えていらっしゃる方、また預かっている方はい
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<幹事報告>
●先ほど申しましたように、概況報告書が出来上がっております。皆様、お手元に置いて本日の
協議会にご利用下さいませ。

●例会変更が色々と入っております。詳細は週報をご覧下さい。
●京丹後ＲＣが事務局を移転されます。それに伴い、ＦＡＸ・E-Mailの変更もされるというお知
らせが入っております。これにつきましては、次週の週報に掲載予定ですので、ご覧ください。

＜新入会員入会式＞
紹介者・小西会員より紹介

本日入会されました、近畿セキスイハイム工業㈱
取締役技術部長、森完二さんをご紹介させて頂き
ます。

森さんは埼玉県ご出身の51歳、新潟大学工学部機
械工学科ご卒業され、セキスイ化学工業㈱に入社、
今年の1月～近畿セキスイハイム工業㈱技術部部長

として就任されました。
家族構成として、奥様と3人のご子様がいっしゃい

ますが、森さんは現在単身赴任中です。
趣味と致しましては、ゴルフ、聞くところに依る
と90台で回ると、ちょうど良い競争・勝負相手に

なるのではないかと思っております。それと、読
書、映画鑑賞、ウォーキングとなっております。今後とも、よろしくお願いいたします。

改めまして、ご紹介にあずかりました近畿セ

キスイハイム工業㈱の森でございます。由緒
あるロータリークラブに入って非常に喜んで
おります。是非、ご指導頂きたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。
先ほどご紹介がありましたように、私はいま
単身赴任で、こちらに来ております。ゴルフ

もさほど上手くありませんので、是非勉強さ
せて頂いて、皆さんと一緒に仲良くやってい
けたら良いな、と思っておりますので、是非

御指導・ご鞭撻の程、よろしくお願いいたし
ます。

入会者・森完二会員より挨拶

らっしゃらないかと思いますが、会社の方で請求書をまだ出してないとかございましたら、7月20
日を目途に締めたいと思いますので、早急に清算いただきますよう宜しくお願い致します。



＜クラブ協議会＞
本年度、各委員会より、活動方針説明が行われました。
詳細については「概況報告」をご覧下さい。
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委嘱状
・森完二君顧問・小西敏文会員

藤井新世代委員長 楠下国際奉仕委員長

藤井奉仕プロジェクト常任委員長 大塩職業奉仕委員長 宮西社会奉仕委員長

渡辺職業分類委員長 麹谷ロータリー情報委員長 多田クラブ研修リーダー

小西会員組織常任委員長 山本会員選考委員長 武藤会員増強委員長



＜同好会＞

NOMC第１７２回 堂満岳（１０５７ｍ）

（日 時） 平成２４年 ７月 １日 （日）
（参加者） 飯田・小池・高野・計良・中嶌・福村・木村・向井・植倉

（行 程）
６：００ 近鉄 新大宮駅前 発
｜ （マイクロバス）

７：１５ イン谷口 着
７：３０ イン谷口登山口 発（登山開始）
｜

１１：１０ 堂満岳山頂 着
１１：２０ 堂満岳山頂 発

｜

１２：００ 金糞峠 着
昼食

１２：２０ 金糞峠 発

｜
１３：５０ イン谷口 着（下山終了）

１４：１０ イン谷口 発
｜ （マイクロバス）

１６：００ 近鉄 新大宮駅 着（解散）
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ニコニコ箱 本日計 49,000円 累計 208,000円

楠原忠夫 君 本日、第1回クラブ協議会です。宜しくお願いします。森さん、入会おめでとう
ございます。

橋本和典 君 概況報告書が出来上がりホッとしています。今日のクラブ協議会宜しくお願いし
ます。早速他の事で大チョンボしました。「武士の情」でこれ以上は聞かないで
下さい。本当におちこんでいます。トホホ でも「ロータリアン いつもニコニ

コ アイサーブ」です。
麹谷 瀞 君 楠原会長、橋本幹事のご指導をいただき、楽しき１年を過したいと思います

小西敏文 君 2週連続欠席のお詫びです。 森さん 入会おめでとうございます
山本尚永 君 森さんご入会おめでとうございます
藤井正勝 君 新世代委員会の皆様 会議に集まっていただきありがとうございます 有意義な

会議になり、感謝申し上げ、また宜しくお願い致します
松岡弘樹 君 7月27日にロンドンオリンピックが開幕します。当行から、女子ホッケー（さく

らジャパン）のメンバーで 大塚志穂（フォワード）真鍋敬子（ディフェンダー）

が出場いたします。皆さん、ご声援よろしくお願いいたします
小池恭弘 君 結婚記念日に記念品をいただきました。ありがとうございます。
谷川千代則君 昨日のゴルフでうれしい事ありました。

石野捨雄 君 第1例会欠席のお詫び
中村信清 君 ニコニコ協力

西本隆一 君 ニコニコ協力
森 一紀 君 ニコニコ協力
武中洋勝 君 ニコニコ協力

倉田智史 君 先週は大変たくさんのニコニコを頂きましてありがとうございました。初日で目
標達成したかのような気分になりました。これからもニコニコと頑張りたいと思
います。本日もニコニコを頂きましてありがとうございました。来週も宜しくお

願い致します。

京丹後ロータリークラブ事務局移転に伴うFAX・E-mail変更のお知らせ
FAX・E-mail変更日 2012年7月2日(月)

◆F A X 0772‐62‐0250

◆E-mail office@kyotango-rc.org
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平成２４年７月２４日（火）

卓話 「日本一明るい経済新聞」編集長 竹原 信夫氏

『元気経営の秘密』

例会変更のお知らせ

７ 月
■大和高田ロータリークラブ ■

・ ・７月３１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。

８ 月

■大和高田ロータリークラブ ■

・ ・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。

■平城京ロータリークラブ ■

・８月 ９日（木）・・・家族親睦例会の為、例会場変更。

場所：菊水楼

奈良市高畑町1130番地 TEL:0742-23-2001

※ビジター受付は、同日18：00～18：30ホテル日航奈良３Ｆロビーにて行います。

・８月１６日（木）・・・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 ■

・８月 １日（水）・・・家族親睦例会の為、日時・場所変更。

日時：８月４日（土）18：00～

場所：なにわ淀川花火大会会場

※ビジター受付は行いません。

・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。

８月２２日（水）・・・職場見学移動例会の為、日時・場所変更。

日時：８月２３日（木）

例会場も変更します

※ビジター受付は行いません。

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


