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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17回 10月30日
通算1622回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ９名
◎出席者 ５２名
◎出席率 ８５．２５％

第15回 10月16日
通算1620回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １３名
◎補填者 １１＋６名
◎出席者 ６２名
◎出席率 ９６．８８％

例会プログラム

第18回 11月6日
通算1623回

１．開会の点鐘 17時50分
２．ソング
「君が代」
「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介
４．会務報告
５．ガバナーアドレス

18時20分
国際ロータリー第2650
地区2012-2013年度
河本 英典ガバナー

６．閉会の点鐘 18時50分

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps
ようこそ 河本 英典 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。

【ロータリー歴】
●クラブ関係 ●その他

1989年6月20日 大津ロータリークラブ入会 ・マルチプル・ポール・

1995～1996年 広報委員会 委員長 ハリス・フェロー 5回

2005～2006年 会員増強委員会 委員長 ・ベネファクター 2回

2006～2007年 社会奉仕委員会委員長（理事） ・第4回米山功労者

2007～2008年 会長エレクト（理事） （マルチプル）

2008～2009年 会長（理事）

2009～2010年 会長エレクト選考委員会 委員長、60周年準備委員会 委員長

2010～2011年 創立60周年委員会委員長

【職歴】
●職歴

1972年4月 綾羽株式会社入社

1972年4月～1974年4月 伊藤忠アメリカ会社 ニューヨーク勤務（出向）

1983年9月 綾羽株式会社 取締役社長就任

1990年3月 学校法人綾羽育英会理事長就任

1992年7月 参議院議員 1期

1998年7月 参議院議員 2期

2004年7月 参議院議員任期満了につき退任

●団体職歴

1990年5月～ （財）ツール・ド・北海道協会 理事

1991年9月～ 浄土真宗本願寺 参与

1996年9月～ （財）国民政治協会滋賀県支部 支部長

2004年11月～ 大津商工会議所 副会頭

2007年6月～ （社）茶道裏千家 淡交会滋賀支部 支部長

2008年5月～2010年5月 滋賀経済同友会 代表幹事

2008年7月～ 滋賀県防衛協会 会長
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幹 事 報 告

●河本ガバナー並びに井上幹事長より、先日のロータリー希望の風奨学金寄付への御礼が届

いております。10月22日現在で、1,000万円を超えたらしいです。そして、第一弾1,000万円

をロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会に送金したということです。本当に御協力

有難うございました。

●ロータリー世界平和フォーラムへの出席のおすすめ文書が地区より届いております。田中

作次ＲＩ会長の下、来年5月17日～18日に広島で開かれます。是非多くの皆さんの参加をお願

いしたい、ということです。詳しくは本日状差しに入れております文書をご覧下さい。

●先日行われましたＩＭにつき、懇親会及び新会員セミナーの参加登録料が未納になってい

る方がおられます。登録時点でその料金は発生しておりますので、出欠に関わらず、登録者

は納入頂きたい、ということで、宜しくお願い致します。

委 員 会 報 告

ロータリー財団常任委員会：森下委員長

来月11月は財団月間でございますので、その期間中に財団へのご寄付、よろしくお願いした

いのと四点ほどお願いします。

1.年次寄付・・・本日状差しに封筒を入れさせて頂いておりますが、この年次寄付の目標は

一人平均＄200ということです。現在の円レートで￥16,000です。既に前期で￥10,000ずつ頂

いておりますので、後￥6,000ということになりますが、できれば￥10,000お願いできれば、

会 長 報 告

●まず、ＩＭの報告を致します。10月28日（日）橿原ロイヤルホテルにて橿原ロータリーク

ラブホストで、第4組のＩＭが午後1時より開催されました。当クラブからもたくさんの出席、

誠に有難うございます。ＩＭに先だって、県下会長会では2013-2014年のＩＭはあすかロータ

リークラブの下で、2013年10月19日（土）橿原神宮内で開催される予定という事が決まりま

した。皆さん、またご予定に入れておいてください。

●再来月の12月4日（火）の年次総会で次々年度会長と次年度副会長、幹事及びその他の理事

5名を決定いたします。奈良大宮ロータリークラブ細則第3条第1節ａにより、それに先立つ一

カ月前の本日の例会で指名委員会開催の通告を致します。次々年度の会長に立候補しようと

する会員は、指名委員会の通告があった日（本日）から一週間以内に指名委員会に書面にて

お申し出ください。

次に指名委員会のメンバーですが、奈良大宮ロータリークラブ事務取扱内規細則第3条第1節

関係にあります7名で、会長、会長エレクト他前5代の会長とする。メンバーを言いますと、

私（楠原）と、小西エレクト、前5代の成田さん、佐川さん、冨川さん、矢追さん、井上さん。

以上7名のメンバーで指名委員会を運営致したいと思いますので、指名委員会の方は宜しくお

願い致します。早速ですが、今日クラブ協議会終了後、例会場で指名委員会を開催致します

ので、委員の方は残って下さい。

本 日 の お 客 様

●今西 清悟 様（ＲＩ第2650地区奈良第１グループガバナー補佐）
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と思っております。昨年は一人平均＄252ということで、￥78換算で￥19,656、ほぼ￥20,000

に近いご寄付を頂いております。ということは、殆どの皆さんが￥20,000して頂いていると

いう事ですので、今年も出来れば昨年、それ以上お願いできればと思っております。11月中

に￥10,000入れて頂いて封筒をお返し頂ければ、と思っております。

2.ポリオ＋寄付ですが、昨年度で＄2億チャレンジは終了しましたが、ポリオの絶滅というの

はＲＩの最重点課題ですので、地区としても本年も引き続き募金をお願いしたいという事で

すので、当クラブも出来る限りのことをしていかなければ、と思っております。ポリオ+につ

きましては、11月13日の例会で地区委員の河野様にお出で頂き卓話を頂くことになっており

ます。その時に募金箱を回させて頂きたいと思いますので、できるだけコインではなく、千

円札で宜しくお願い致します。

3.ベネファクターへの加入のお願いです。今年もこれまでと同じように目標3名とさせて頂き

ます。既に多田廣さんに加入頂きましたし、また現在も3名の方に加入の申し出を頂いており

ます。大変有難いことだと思っております。またしかし、更に心ある方がおられましたら、

ベネファクターになって頂けたら有難いと思います。これも宜しくお願い致します。

4.ロータリークレジットカード会員への入会のお願いです。当クラブ既に25名加入頂いてお

りますが、加入を頂きますと、買い物金額の0.3％が寄付金として頂けるということですので、

これまでは日本全体で￥26,000,000ありまして、これがポリオ寄付に回っております。既に

皆さん、たくさんカードをお持ちであるかと思いますが、普通の会員であれば、会費要らな

いということですので、まだの方は一度ご検討頂き、ご加入頂きたいと思います。入会の為

の書類は事務局にお申し出ください。

以上、4点ですが、10月の米山月間に続いてのご寄付のお願いということで、恐縮ですが、寄

付金は昨年より税制面でも優遇されておりますし、実質負担というのは今迄よりも少なくなっ

ておりますので、よろしくお願い致します。

地区から言われておりますが、財団のハンドブックですが、10月末に配布されるとのことで

すが、また近々送ってまいりましたら皆様方に見て頂くことになるかと思いますが、これも

読んで頂き、出来るだけ財団へのご理解を深めて頂き、積極的にご寄付を宜しくお願い致し

ます。

職業奉仕委員会：大塩委員長

先日21日、職業奉仕委員会におきまして、職場見学を実施いたしました。総勢44名の参加を

頂きまして、早朝よりお集まりいただき、良い天気に恵まれ、ポカポカとした日和で、無事

になんのアクシデントもなく、戻って来る事が出来ました。以上、報告終ります。

親睦活動委員会：植村委員長

先日開催されました奈良県下ロータリークラブ親睦ゴルフ大会の収支報告書が参っておりま

すので、少しご報告申し上げます。当日は、不幸にもホールインワンが出たらしく、それに

お祝い30,000円を支出されていますが、最終20,526円が残金となったようです。それとプラ

ス、チャリティ寄付金として133,000円、合計153,526円を台風12号による被災地の方の復興

支援金として寄付されました。以上、報告までです。
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ク ラ ブ 協 議 会

ＲＩ第２６５０地区奈良第１グループガバナー補佐今西清悟さんを迎え、本年度の活動方針

説明を各委員会より行われました。

谷川

会計

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

渡辺
職業分類委員長

飯田
ロータリー情報委員

多田
クラブ研修リーダー

藤井
奉仕プロジェクト常任委員長

新世代委員長

大塩
職業奉仕委員長

宮西
社会奉仕委員長

楠下
国際奉仕委員長

森下
ロータリー財団常任委員長
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髙野
雑誌・広報委員長

中奥
会報・ＩＴ委員長

潮田
クラブ管理運営常任委員長

倉田
ニコニコ委員長

植村
親睦活動委員長

西口
姉妹・友好担当委員長

野﨑
プログラム委員長

堀内
出席委員長

高辻
会場監督・ソング常任委員長

今西 清悟
ＲＩ第２６５０地区奈良第１グループガバナー補佐

より、感想・コメントをいただきました。
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ニコニコ箱 本日計 45,000円 累計 1,114,000円

今西清悟 様 （RI第2650地区 奈良第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ ガバナー補佐）奈良県内で最も活力溢れる
奈良大宮クラブ様の益々御発展を祈念致しております。

楠原忠夫 君 今西ガバナー補佐 本日の事前クラブ協議会ご指導宜しくお願いします。10/
28（日）①Ｉ．Ｍ．出席して頂いた方ありがとうございました。②新会員セ
ミナー出席して頂いた方ご苦労様でした。

橋本和典 君 今西ガバナー補佐様 本日は有難うございます。よろしく御指導の程 お願
い致します。

大塩栄作 君 先日は職場見学に総勢４４名のご参加を頂きありがとうございました。お天
気も良く予定通りに終了する事が出来ました。ニコニコ！

中條章夫 君 多くのみなさま、お見舞ありがとうございました。生まれて初めて２週間入
院いたしました。お蔭さまで今日でギブスが取れました。残念ながらゴルフ
は来年からです。年内はリハビリに専念します。

北神徳明 君 １０月２８日のサンケイ新聞で「うまいコメ」のランキングにおいて北海道
のゆめぴりか、岩手県産のひとめぼれ、新潟県産のコシヒカリ、そして奈良
県産のヒノヒカリ、その他福岡県、熊本県産のお米が特Ａの評価を得ること
が出来たといった記事がのっておりました。私も少しばかりではございます
が今年もヒノヒカリを収穫いたしました。これもささいな職業奉仕ではない
かと思っております。又来年もがんばります。

武藤廣茂 君 先日より、ゴルフでちょっと良い事がつづいています。これもイギリス遠征
のお蔭でしょうか？

倉田智史 君 移動例会欠席のおわび
増井義久 君 移動例会欠席のおわび
小池恭弘 君 ニコニコ協力
松岡弘樹 君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力
濱田英資 君 ニコニコ協力

次週の例会 平成２４年１１月１３日（火）
クラブ討論会③（Ｒ財団担当）
補助金についての説明』地区 財団補助金委員会 委員 楠原忠夫会員
卓話『ポリオについて』地区 ポリオプラス委員会 委員 河野良文氏

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

例会変更のお知らせ

１１ 月
■あすかロータリークラブ■
・１１月 ８日（木）・・・災害復興支援事業の為、日時・場所変更。
日時：１１月１０日（土）9：00より
場所：橿原文化会館前広場

※ビジター受付は１１月８日（木）12：00～12：30
橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。

■奈良ロータリークラブ■
・１１月２２日（木）・・・定款第６条第１節(C)により、休会。
※ビジター受付は同日12：00～12：30奈良ホテルにて行います。
■生駒ロータリークラブ■
・１１月２８日（水）・・・家族親睦移動例会の為、場所変更。
場所：京都ブライトンホテル・カディコート

※ビジター受付は行いません。
■奈良西ロータリークラブ ■
・１１月２２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。
■大和郡山ロータリークラブ■
・１１月１９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。


