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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37回 4月7日
通算1642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 １７名
◎出席者 ４１名
◎出席率 ７０．６９％

第35回 3月26日
通算1640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 ７＋１名
◎出席者 ６１名
◎出席率 ９１．１８％

例会プログラム

第38回 4月16日
通算1643回

１．開会の点鐘
２．ソング
「おぼろ月夜」

３．お客様の紹介
４．会務報告
５．卓話
ＮＨＫ奈良放送局長
泉谷 八千代 氏
「地デジのいまさら？」

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

会 長 挨 拶

皆さん改めましてこんにちは。
本日は生憎の天気、また足元の悪い中、多数第三回目の家族親睦例
会に出席して頂き誠に有難うございます。
さて、本年度も早いものであと三カ月余りとなりました。私はまだ
「初心忘れるべからず」という気持ちをもって私はじめ理事役員委
員長まだあと三カ月頑張りますので、会員の方、また会員の家族の
方の尚一層のご支援とご協力をお願い致します。
今日の天気は悪かったですが、これは私の日ごろの行いが悪いせい
でも親睦活動委員長のせいでもありません。全員の責任ですので、
これは悪しからず。しかし桜は本当にきれいでした。良い場所の設
定、誠に有難うございます。
最後になりましたが、植村親睦活動委員長始め親睦活動委員会の方、
本当にお世話になります。どうぞ宜しくお願い致しまして親睦会に
当りましての挨拶とさせて頂きます。
本日は誠に有難うございました。
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家族親睦花見例会

４月７日 滋賀 梅津大崎 で行われた家族例会の様子です。

悪天候のため、桜はバス車内からの鑑賞となりました。
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春の交通安全運動市民決起大会出席

社会奉仕委員会：宮西委員長
４月６日（土）、なら１００年会館で開催されました、春の交通安全運動市民決起大会に出
席してまいりました。奈良県下では人身事故件数は減っているものの、死者数は増えており、
特に高齢者が被害者となるケースや、２輪車による事故が増えている状況とのことです。そ
のような中で、飲酒運転の根絶、高齢者事故防止、制限速度厳守、シートベルト着用の徹底
（後席も）、夕暮れ早めのライト点灯、歩行者の反射板装着などが重要である旨お話があり
ました。また交通安全功労の表彰や、奈良県警察音楽隊によるミニコンサートもあり、有意
義な時間となりました。当クラブからは、橋本幹事、高辻さん、大塩さん、水野さん、市田
さんにご出席いただきました。

ニコニコ箱 本日計 134,000円 累計 2,701,000円

竹川晴雄 君 今日は皆様方と一緒に存分に楽しませて頂きます。
楠原忠夫 君 本日はお世話になります。
橋本和典 君 まさしく「花も嵐もふみこえて」となりました。ひるむことなく今日一日楽

しみましょう！親睦委員会の皆様有難うございます。
植村将史 君 本日は足元お悪いあいにくの天気となりましたが家族親睦例会にご参加頂き

ありがとうございました。
北河原公敬君 本日は家内と二人お世話になります。4月2日には結婚記念日のお花プリザー

ブドフラワーをお届け下さり、ありがとうございます。40回目の記念日とな
りました。

宮西正伸 君 ご家族の皆様、本日はよろしくお願い致します。
有井邦夫 君 テルテル坊主の効果残念でしたが、次回に宜しくお願いします！
多田 廣 君 夫婦二人でお世話になります。私心臓発作の為に緊急入院し、大変御迷惑を

おかけしました。
飯田二昭 君 お世話になり有難うございます。大変楽しみにしています。
松岡弘樹 君 「花も嵐ものりこえて！！」本日の花見例会が盛会であります様に！！
金星 昇 君 お花見例会参加出来、健康に感謝。お世話下さいます方々ありがとうござい

ます。
北神徳明 君 親睦活動委員会の皆さん 大変お世話になります。大変気をもまれたのでは・・・
潮田悦男 君 親睦委員会の皆様、御苦労さまです。あいにくの天気ですが、楽しませてい

ただきます。
武藤廣茂 君 親睦委員会の皆様、お世話になります。今日は、家族で楽しませて頂きます。
森 一紀 君 今日はヘビーデューテーお花見ですが初めての桜名所、海津大崎楽しみです。
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野﨑隆男 君 親睦活動委員会の皆様本日の設営本当にお疲れ様です。ニコニコに協力！
武中洋勝 君 親睦委員会の皆様お世話になり有難うございます。ニコニコ協力
楠下重郎 君 親睦委員会の皆様お世話になります。
土谷宗一 君 親睦委員会の皆様に感謝
福本良平 君 親睦委員の皆さん ごくろう様です。
植倉一正 君 親睦活動委員会の皆さん、本日はお世話になります。
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。
堀内眞治 君 親睦委員会のみなさま、お世話になります。
髙野 治 君 親睦委員会の皆様、ご苦労様でした。
冨川 悟 君 植村委員長はじめ親睦委員会の方々大変ご苦労さまです。お世話になります。
柴田直三 君 本日の準備ありがとうございます。
楠木重樹 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
小西敏文 君 ニコニコ協力
井上正行 君 ニコニコ協力
石野捨雄 君 ニコニコ協力
高辻良成 君 ニコニコ協力
今﨑和民 君 ニコニコ協力
水野憲治 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
弓場裕史 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
西本隆一 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 本日の家族親睦例会にご出席いただきありがとうございます。ニコニコのご

協力本当にありがとうございます。

例会変更のお知らせ

5 月 ■京都山城ロータリークラブ■
・５月１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。
■生駒ロータリークラブ■
・５月 １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。
■奈良西ロータリークラブ■
・５月 ２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。
・５月２３日（木）・・・平城京ＲＣとの合同例会の為、変更。
※ビジター受付は奈良ロイヤルホテルフロント横にて、
17：30-18：00まで行います。

■橿原ロータリークラブ■
・５月 ３日（金・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。
・５月２４日（金）・・・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。

6 月 ■京都山城ロータリークラブ■
・６月２６日（水）・・・新旧引継懇親会の為、例会変更。
場所：すい月

※ビジター受付はけいはんなプラザホテル1Fにて、
12：00-12：30まで行います。

次週の例会 平成２５年４月２３日（火）

卓話 株式会社松栄堂 代表取締役社長 畑 正高 氏
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