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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44回 6月4日
通算1649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 ８名
◎出席者 ５８名
◎出席率 ８７．８８％

第42回 5月21日
通算1647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 １２名
◎補填者 １０＋３名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ９６．９７％

例会プログラム

第45回 6月11日

通算1650回

１．開会の点鐘

２．ソング「我らの生業」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ堀場雅夫氏

「たかがﾛｰﾀﾘｰ されどﾛｰﾀﾘｰ」

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 の 報 告

みなさん、こんばんは。私もこの演台に立つのはあと4回ですから、
やっとやれやれというところです。
本日第12回目の定例理事会が開催されましたので、報告致します。
〇報告事項
①今月の行事日程の確認
６月４日：定例理事会、クラブ協議会（年間報告）
６月１１日：卓話講師 堀場パストガバナー
なるべくたくさんの方の出席をお願い致します。
６月１６日：年度末家族例会（於奈良ホテル）
６月１８日：振替休会
６月２５日：友愛例会
②第２回鴟尾の会会長・幹事会が5月11日に行われました。これに
ついては、前回の会長報告で致しておりますので、内容は会報をご
覧下さい。そして6月8日（土）第２回県下ロータリークラブ会長・
幹事会が開催されますので、私と橋本幹事、小西会長エレクト、植
倉次年度幹事の4名で出席して参ります。この会議の内容につきま
しては、次週の例会時に報告したいと思います。
③世界平和フォーラム広島大会出席について、楠下国際奉仕委員長
より報告がありました。この内容につきましては、先週の会長報告
で致しておりますので、会報をご覧下さい。また、クラブ協議会で
も楠下委員長より詳しい説明があると思います。
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委 員 会 報 告
社会奉仕委員会：宮西委員長
いよいよ今度の土曜日に、「地域に学ぶin東大寺」を開催させて頂きます。平城高校の皆様
が先生も含めますと大体60名近くお越し頂けることになりました。こちらの会員の皆様もた
くさんのご参加を頂きましてありがとうございます。本日皆様の状差しに、出席して頂ける
会員の方にのみ、開催直前のご案内（1枚）を入れさせて頂いております。この裏にもし車で
行かれる方はこちらに停めて下さい、ということで地図が書いてあると思います。出席予定
の方でもしこの紙が入っていないという方がおられれば、おっしゃって頂ければお配りいた
します。開催直前でのご案内ですが、集合場所、服装、また写経も正座でなく着座となりま
すので膝を痛められてる方等もご安心ください、等々細かいことが書いてありますので、よ
ろしくお願い致します。
それでは、土曜日お待ちしております。

35周年準備委員会：小池委員長
来週例会終了後、35周年準備委員会を開催致しますので、委員の方はご参加、よろしくお願
い致します。

次年度親睦活動委員会：谷川委員長
来週例会終了後、一回目の親睦活動委員会を開催したいと思います。メンバーの方は、よろ
しくお願い致します。

○審議事項
①「地域に学ぶ」in東大寺について、6月8日（土）に行われます。これにつきましては宮西
社会奉仕委員長より詳しい説明があると思います。
②寂しい話ですが、今﨑会員、柴田会員両名が会社人事の為、今月付で退会されます。理事
会承認致しました。
③恵比寿ロータリークラブとの友好クラブ継続について。これも特に問題ありませんので、
今まで通り、友好クラブを継続する事に理事会承認されました。

国際ロータリー世界平和フォーラム広島大会出席のご報告
出席者：楠原会長・橋本幹事・中村委員・楠下委員長
世界で初めての原爆被災地での平和フォーラムでしたが、あまり原爆を強調されず、意識過
剰にならず、参加者各々が感じながら平和について語り合う場でありました。
全体フォーラムは、大きな会場でしたが、 初から 後まで帰る人もなく熱心に参加してい
ました。

後にRI会長エレクト（米国）、RI会長ノミニー（台湾）、RI財団委員長エレクト（韓国）
（元会長）らが、平和について各々の意見を述べられました。
全員でPeace Begins with You．Peace Begins with Me（平和はあなたから始まる。平和は私
から始まる。）を起立して唱和して散会となりました。

5月17日（金） プレフォーラム・ワークショップ
開会式
交流パーティー（立食）

5月18日（土） 全体フォーラムⅠ（パネルディスカッション）
ポール・ハリス・ランチョンミーティング
全体フォーラムⅡ
閉会式
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ク ラ ブ 協 議 会 ⑥（年間報告）

本年度の年間報告を各委員会より行われました。
詳細については「概況報告」をご覧下さい。

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

麹谷

ロータリ情報委員長

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

井上
クラブ広報常任委員長
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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

堀内
出席委員長

野﨑
プログラム委員長

高辻
会場監督・ソング常任委員長

「地域に学ぶ」ｉｎ東大寺

社会奉仕委員会：宮西委員長
６月８日（土）「地域に学ぶ」ｉｎ東大寺を開催致しました。
平城高校の生徒、先生方５５名が参加され、午前中は、東大寺史研究員の坂東俊彦様に歴史
をご説明頂きながら二月堂付近を散策、午後は、東大寺教学執事の上司永照様に生きる大切
さや仏教の教えについてご講話頂き、その後唯心偈を写経致しました。生徒さんも大変喜ん
で頂いた様子で、解散後もなお東大寺を散策されておりました。クラブの会員様も２０名に
ご参加頂き、荷物の運搬や配膳、後片付けもお手伝い頂きました。
社会奉仕委員会では、明確な目的を持った独自の事業を実行することを基本方針として、
一年間活動してまいりました。多くの会員様のご協力によりまして、概ね基本方針に沿って
活動をさせて頂きましたことに深く感謝致しております。有り難うございました。
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同 好 会 活 動

奈良大宮ＲＣ山歩き同好会ＮＯＭＣ第１８２回 登山報告
生駒山－信貴山縦走
(日 時） 平成２５年５月１２日
(参加者） 麹谷・飯田・中嶌・向井・小池
今日は次年度委員長会議が信貴山十三屋にて開催されるので15時までに信貴山に到着しなけ
ればならないので枚岡神社を7時30分に出発する。
早朝の生駒山は小鳥のさえずりがたくさん聞こえてき、快調の足が弾む。鳴川峠、十三峠を
越え信貴山に13時に到着する。ビールを購入して乾杯、昼食後解散。飯田、小池は次年度委
員長会議に出席する為、十三屋に行く。少し時間があるので野﨑氏にお願いし、お風呂に入
れてもらい会議に参加しました。野﨑さん御無理申しました。

奈良大宮ＲＣ山歩き同好会ＮＯＭＣ第１８３回 登山報告

「春日山原始林」春日山練成会夏ノ峰入り
(日 時） 平成２５年６月２日
(参加者） 麹谷・飯田・森下・小池
春日大社が開催された春日山練成会に参加して参りました。春日奥山の峰を縦走し末社五社
を巡拝するコースです。末社五社とは高山神社、鳴雷神社、神野神社、上水谷神社、大神神
社です。春日奥山原始林の中に存在しているので巡拝するには練成会に参加しないと入るこ
とが出来ません。9時20分に出発、各末社には「大祓詞」をささげてまいりました。16時春日
大社「感謝・共生の館」に戻り社伝神楽奉納直会が行われました。



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

次週の例会 平成２５年６月１６日（日）年度末家族親睦例会

平成２５年６月１８日（火）休会

平成２５年６月２５日（火）友愛例会

ニコニコ箱 本日計 53,000円 累計 3,101,000円
楠原忠夫 君 本日クラブ協議会(委員会年間報告)です。各委員長さん宜しくお願いします。
橋本和典 君 50年ぶりに会った学友達。目の前には62才の老男、老女ばかり。「まだあげ

初めし前髪」ももはやあげまくり状態で、特に男性陣に顕著でした。でも心
の中では皆んな12才のBoys＆Girlsで楽しい3時間でした。

佐川 肇 君 先週末、横浜で高校の同窓会を開催しました。小学校からの同級生で 高裁
判官の竹内行夫君が7月で定年退官になるので、 高裁判所を見学してきまし
た。大法廷、小法廷の裁判長席にも座らせてもらいました。

森下泰行 君 2日に春日大社の錬成会に参加。いい経験をさせていただきました。
武藤廣茂 君 一昨日、4人目の孫が生まれました。母子共に元気です。これで、押しも押さ

れもしない、立派なジジィです。平野先生ありがとうございました。
市田富久夫君 お蔭様で、入会させていただき、丸1年が過ぎました。ありがとうございます。

これからも宜しくお願いします。
有井邦夫 君 矢追さん、中條さん、先日は大変楽しく、お世話になりありがとうございま

した。
平方貴之 君 連続欠席申し訳ございません。
倉田智史 君 このたび未熟ながら奈良県鑑定士協会の会長になりました。今後ともご指導

頂きますよう宜しくお願いします。今月は本年度 終月ですが、ニコニコの
ご協力どうぞ宜しくお願い致します。

宮西正伸 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
増井義久 君 ニコニコ協力
松岡弘樹 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 先日は、有井さん、矢追さん、武藤さん、大変お世話になりました。次回も

よろしくお願いします。本日もニコニコご協力ありがとうございます。お蔭
様で300万円を突破いたしました。

例会変更のお知らせ

6 月 ■五條ロータリークラブ■

・６月２６日（水）・・・年度末 終例会の為、変更。

時間：18：00～

場所：明月

※ビジター受付は、６月２６日（水）12：00-12：30まで

南都銀行五条支店にて行います。


