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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45回 6月11日
通算1650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 ５８名
◎出席率 ８６．５７％

第43回 5月28日
通算1648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 ８＋１名
◎出席者 ６３名
◎出席率 ９２．６５％

例会プログラム

第46回 6月16日

通算1651回

１．開会の点鐘

２．ソング「知床旅情」

３．会務報告

４．年度末家族親睦例会

５．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。会長報告を致します。

●6月8日（土）に行われました二つの行事の報告を致します。
まず9：30～16：00青少年の健全育成啓蒙事業として平城高校の生

徒さんと奈良大宮ＲＣの会員合同で、「地域に学ぶin東大寺」を実

施いたしました。出席参加して頂いた会員の皆様、誠に有難うござ
いました。詳しくは宮西社会奉仕委員長より後程報告して頂きます。

もう一件は、県下会長幹事会が王寺の方で、ホストクラブやまと西

和ＲＣで、私と橋本幹事、小西エレクト、植倉次年度幹事の4名で

参加してまいりました。会議と致しましては、今年のＩＭ（10月19
日（土）ホスト：あすかＲＣ）が橿原神宮で行われますので、皆さ

ん予定しておいてください。当クラブの35周年記念式典出席のお願

いを小西エレクトにして頂きました。また報告としまして大和郡山
ＲＣ50周年記念出席のお礼と、昨年行われました橿原ＲＣ主催のＩ

Ｍのお礼がありました。第二部として懇親会が信貴山のみよしであ

りました。20：30頃終了いたしました。

●地区ガバナー事務所より、国際ロータリー第2650地区2015-2016
年度ガバナーに京都南ＲＣ会員の中澤さんが、推薦されることにな

りました。これはまた次の地区大会で承認されるようです。この方

はプリント加工の会社をされており、現在地区のロータリー情報委

員長をされています。
●６月末日を以って国際ロータリー第2650地区滋賀県下の「大津唐

橋ロータリークラブ」が会員数減少の為、解散されるそうです。

本 日 の お 客 様

●宮本 正明 様（大阪東ＲＣ）
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委 員 会 報 告

多田廣クラブ研修リーダー
6月8日（土）地区で開催されました規定審議会での変更事項の報告会に麹谷ロータリー情報

委員長と私で出席してまいりました。主な改正点だけ申し上げます。

●まず、出席免除の件で、第9条第3節(a)ですが、病気その他の理由によって出席を免除され

た方が欠席した場合に、今まではきちんと算入されておりましたが、それを出席から除外す
る、要するに分母がその人の分だけ減るということです。これは出席記録が良くなることに

繋がることです。

●次に同じく第9条第3節(b)ですが、ロータリー歴と年齢の累計が85年以上の場合出席免除を
受けられますが、その場合年齢が65歳以上という規定があったのですが、これが外されまし

て85年以上であれば65歳になってなくても免除規定を受けられることになりました。

●それから、これも同じ出席規定の免除ですが、病気などで理事会などから許可を受けて今

までは1年で出席免除規定が一つ限界で、次の年度には改めてまた受けるという事になってい
ましたが、1年を超えて出席免除規定を受けても良いということになります。

●元会員が他クラブに入会される時に入会金を免除される、ということで、当クラブは元会

員にはそうしていたのですが、他のクラブから当クラブへ入られた場合にも入会金は免除さ

れる、ということになったようです。
●現在新世代奉仕と言っている言葉が以前の「青少年」という言い方に戻るそうです。

主な変更点は以上です。

社会奉仕委員会：宮西委員長

先日、土曜日ですが、「地域に学ぶin東大寺」を開催させて頂き、無事終了しました。当日

高校生の皆さんにいろいろ体験して頂き、非常に喜んで頂くことができました。平城高校の

皆様55名、そしてクラブ会員20名にご出席頂き、荷物を運んで頂いたり後片付けをして頂い
たり、本当にお世話になりました。またある会員様からはお茶やお菓子をたくさん差し入れ

頂き、矢追さん、有難うございました。

一年間、社会奉仕委員会は、色々な事業をしましたが、多くの会員様にお手伝い頂きまして、
本当に感謝しております。こんなに楽しいことだったら、社会奉仕委員会にもう後半年位い

たいな、と思いますが、交代の時期ですので、これまでにさせて頂きます。本当に皆様、ど

うも有難うございました。

親睦活動委員会：植村委員長

二点ご連絡申し上げます。

①明後日、13日クラブのゴルフコンペの件ですが、台風がやってきておりますが、来るな来

るな、と相当念じておりましたらちょっと東に向きまして何とか開催できるかと思っており
ますので、ご参加頂ける方、どうぞ頑張って、よろしくお願い致します。

②次の日曜日、6月16日、 後の家族親睦例会を開催させて頂きます。奈良ホテルで17：00～

例会開始という事になっております。現在81名のご参加のお返事を頂いております。どうぞ
よろしくお願い致します。尚、その件につきまして、例会終了後、委員会を開催致しますの

で、お集まりいただきます様お願い致します。

幹 事 報 告

各位委員長さんにお願いがあります。年間報告を提出して頂きたく思います。用紙は状差し
に入ってあります。提出期限は今月末まで、提出先は私、橋本までお願い致します。また、

データ送信希望の方は、ワードファイルがありますので、事務局までお問い合わせください。
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★平野会員ご子息ご結婚祝★

卓 話

パストガバナー 堀場 雅夫 氏

「たかがロータリー されどロータリー」

本物は世の中にたくさんありますが、京都の企業はほん
まもんを追及しているところに特徴があると思います。

本物の逆は偽物ですが、ほんまもんの逆は～もどきとい

いまして、似ているようで似ていないということで、ほ

んまもんと本物は歴然とした差があります。京都はほん
まもんを非常に大切にします。京都には伝統的な産業や超近代的な電子関係の企業などたく

さんありますが、一見同じような企業でも中身は違ったものでやっております。真似をする

ということをすごく嫌います。すべてオリジナリティーを持っており、オリジナルな商品を
出し、しかも狭い分野ではあるけれども必ず世界一流、ナンバーワン、オンリーワンの企業

であるよう努力しております。そういう理由で好況の時大儲けしないまでも、不況の時もひ

どい状態にならず今までやってこられました。ほんまもんが世界の企業を相手にやっていく

ということが、日本の国に絶対に必要であると思います。ロータリーもほんまもんの人間を
つくるのが本来の仕事であると思います。ロータリーで四つの奉仕、クラブ、社会、職業、

国際とありますが、人間は 低でも四つの顔を持っております。自分の親友や身内に対する

顔、社会に対する顔、職業人として専門的な仕事の顔、世界全体の人類としての顔、どんな

人でもこれら 低四つの顔を持っており、ロータリーはクラブ奉仕、社会奉仕、職業奉仕、
国際奉仕と人間の持っているすべての顔に対してサービスをといっております。これはすば

らしいことでロータリーはただものではないと感じます。ただ 近のロータリーはひどすぎ

ます。ロータリーは紳士の道場、紳士をいかにつくり上げていくかのために京都クラブがあ
ると先輩から言われましたが、 も大切なテリトリーの問題や、必ず例会や会合に出席して

友愛の気持ちを深め、そこから様々なことを頂戴する、教育を受けるという出席の問題、こ

れらがすべてルーズになっております。確かにロータリアンは減りつつあります。何故減る

のか、商品が悪いからです。魅力がないからです。企業でも売り上げが減った時、より高度
なより魅力的なものに仕上げるか、商品の品質を下げて安くするかの選択となります。今の

ロータリーは商品を安物にしようとしております。今まではロータリアンになるのに壁があ

り、会員選考にもなかなか通りませんでした。 近はロー

タリーに入ってくれないか、出席が厳しいのはどうでも
いい、とりあえず入ってくださいとなっている、そのよ

うになっていくのであれば日本は独立し、日本ロータリー

を作ってロータリー従来の崇高な精神を守っていくべき
だと思います。皆様の力で本当に素晴らしい日本のロー

タリーであり続けるよう、少なくとも２６５０地区は輝

かしいロータリーであり続けますようお力添えを頂きた

いと思います。



4 ●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 71,000円 累計 3,172,000円

楠原忠夫 君 堀場パストガバナー 本日の卓話宜しくお願いします。6/8（土）「地域に学

ぶin東大寺」宮西社会奉仕委員長はじめ参加して頂いた方々、大変お世話に
なりありがとうございました。

橋本和典 君 堀場パストガバナー 本日は卓話にお越し頂きまして有難うございます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

北河原公敬君、有井邦夫 君 堀場様 本日は無理なお願いをお聞き頂きまして誠に有難う
ございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

野﨑隆男 君 堀場パストガバナー様 本日の卓話よろしくお願い申し上げます。

平野貞治 君 長い間ご心配をおかけ致しましたが、長男がやっと結婚しほっとして居りま

す。ありがとうございました。
高木伸夫 君 平野先生、誠におめでとうございました。

増井義久 君 平野先生おめでとうございました。

藤井正勝 君 先週の委員会報告のなかで、委員会メンバーおよび会員皆様への感謝をお伝
えすることを、マイクを回してから忘れていたことに気が付きました。まこ

とに恥ずかしいかぎりです。お詫び申し上げます。トホホ！

中村信清 君 6月25日当天満宮で誕生祭と鷽替え神事を行います。面白い行事ですので興味

のある方はご参加下さい。
計良隆司 君 アベノハルカスに桃谷楼が13Fに6月13日よりオープンします。アベノにお越

しの際はぜひお寄り下さい。

中嶌 大 君 多田実先生 お世話になりました。

北神徳明 君 ニコニコ協力 連続欠席のおわび
渡辺英孝 君 ニコニコ協力

谷川千代則君 ニコニコ協力

森山斗福 君 ニコニコ協力
山本直明 君 ニコニコ協力

濱田英資 君 ニコニコ協力

冨川 悟 君 ニコニコ協力

倉田智史 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 ニコニコ委員会も余す所2回となりました。みなさまのご協力本当にありがと

うございます。大変ご無理を言いました。

森 完二 君 天候も不安定になってきましたが、ニコニコは安定して引き続きお願いしま

す。

例会変更のお知らせ

６ 月 ■生駒ロータリークラブ■
・６月２６日（水）・・・場所変更。
場所：あやめ館

※ビジター受付は、通常の例会受付となります。


