
創立35周年記念式典プログラム

記念例会 16：30～17：30 於：「金剛の間」 司会：植倉一正（幹事）

1.開会点鐘 会長 小西敏文
2.「国歌」並びに
「奈良大宮ロータリークラブの歌」斉唱 ソング委員長 堀内眞治

3.来賓紹介 会長 小西敏文
4.物故会員への黙禱 会長 小西敏文
5.会長挨拶 会長 小西敏文
6.来賓祝辞 奈良県副知事 奥田喜則様

奈良市長 仲川げん様
RI第2650地区ガバナー 坂本克也様

RI第2650地区パストガバナー 岡村吾郎様
7.祝電披露 司会 植倉一正
8.記念事業報告 35周年記念実行委員長 小池恭弘

奈良市立三笠中学校長 長浜博巳様
9.感謝状贈呈 会長 小西敏文
10.閉会点鐘 会長 小西敏文

祝宴 18：00～20：00 於：「大和の間」 司会：梅谷裕規

1.開宴のことば 会長 小西敏文
2.祝辞 太宰府ＲＣ会長 黒川徹様

東京恵比寿ＲＣ会長 森尾稔様
3.乾杯 RI第2650地区ガバナー補佐 今西清悟様

（ 茜流京都十二単舞踊 ）
4.お礼のことば 副会長 冨川悟
5.「手に手つないで」 ソング委員長 堀内眞治
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2013-14年度当クラブテーマ

『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

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

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」

例会状況報告
第27回 1月14日

通算1679回
◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

３＋２２名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １０名
◎出席者 ５５名
◎出席率 ８４．６２％

第25回 12月24日
通算1677回の修正

◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

２＋２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 ４名
◎補填者 １名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ９４．１２％



本 日 の お 客 様

●ムニョス・ガジャルド，ナイラさん（米山奨学生）

会 長 報 告

改めましてこんばんは。
●先ず一つ目に、ガバナーより2016-2017年度ガバナーの決定通知書がまいっております。201
3年12月29日までに地区内何れのクラブからも対抗候補者の届け出がありませんでした。つき
ましては、地区ガバナー指名委員会が推薦した候補者敦賀ロータリークラブ会員刀根 莊兵衛
君を2016-17年度ガバナーに決定したことを宣言致します、ということです。よろしくお願い
致します。
●本日は、まず18：00-18：30まで後期の委員会の活動方針発表となっております。各常任委
員長さんに纏めて発表して頂きたいと思います。そして、時間が余りましたら、地区の委員長・
副委員長、地区委員の皆さんに、地区では後期このような活動方針があります、ということが
ある委員の方には発表して頂きたいと思います。それでも時間があるようでしたら、次年度の
幹事長予定者・有井さん、副幹事長予定者4名の方々に大変なご足労を掛けておると思うので
すが、その辺の所をご報告頂ければ、と思っております。そして例会終了後、クラブ協議会を
始めます。本年度の当クラブの方針でございまして、クラブ協議会は例会終了後に行うことに
なっております。このクラブ協議会には各委員長さんに発表をお願いしたいと思います。そこ
でまた皆様方から良かったこと、まずかったこと、また後半にはこのようなことを取り入れれ
ばどうか、というような意見があるならば、お願いしたいな、と思っております。そのように
今日は進めてまいりたいと思いますので、宜しくお願いします。
●最後に、来週は、創立記念例会・祝宴がございます。15：30～写真撮影となっております。
会員の皆様方、そしてご出席頂く奥様は必ず15：30～記念写真撮影となっておりますので、方々、
出席の程、宜しくお願いします。

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：中奥副委員長
第三回の親睦ゴルフのご案内をさせて頂きます。3月26日（水）奈良柳生C.C.で9：36スタート
で今の所、8組とっております。季節も良くなりますので、是非ともご参加頂きます様宜しく
お願いします。本日から回覧します。

会報・IT委員会：弓場副委員長
お詫びと訂正を申し上げたいと思います。本日の週報を皆さんのテーブルにお配りさせて頂い
ておりますが、プリントアウトの時点で5ページを丸々飛ばして印刷ミスしたようです。そち
らには皆さんが先週の例会でたくさんニコニコをして頂いた分が1ページにきっちり掲載され
ており、それが丸々抜けておると判明しました。それから今確認しましたらホームページはき
ちっと掲載されておりますが、ペーパーでプリントアウトする時にどうやら1ページ分抜け落
ちて違うページを印刷してしまったようです。改めてお詫びと訂正を申し上げ、また次週改め
て配布させて頂きます。重ねてお詫びと訂正をさせて頂きます。申し訳ございませんでした。

RI2650地区：武藤副幹事長予定者
地区幹事会からご報告をさせて頂きます。2月9日（日）ですが、第一回地区チーム研修セミナー
が行なわれます。これは北河原GEが今サンディエゴの国際協議会に行かれて、RIのテーマなど
について色々協議をされたり勉強されたりしておられますが、お帰りになりまして地区の皆さ
んに報告をする。また地区の方針や重点項目をお伝えする会でございます。こちらの会にはPG、
ガバナー、GE、ノミニー、我々の年度のG補佐さん、我々の年度の地区の委員長さん、それと
幹事会が出席する予定でございます。そちらの方に出席をして頂く方につきまして、今日状差
しに案内を入れさせて頂いております。念のためお名前を申し上げます。幹事長予定者：有井
さん、副幹事長予定者：橋本さん、藤井さん、宮西さん、会計長予定者：土谷さん、副会計長
予定者：中嶌さん、地区相談役：箸尾さん、中井さん、総務担当幹事：谷川さん、公式訪問担
当：中條さん、広報・月信担当幹事：植村さん、大会・集会担当幹事：小池さん、会員増強・
拡大担当幹事：髙野さん、社会奉仕・職業奉仕担当幹事：石野さん、国際奉仕担当幹事：西口
さん、青少年奉仕担当幹事：増井さん、財団・米山担当幹事：冨川さん、大会・集会担当副幹
事：野﨑さん、ソングリーダー：堀内さん、この方々につき状差しに案内を入れておりますの
で、よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

●概況報告では、本日結婚・誕生日のお祝いをすることになっておりましたが、1月28日の例
会に変更させて頂きます。
●先ほど会長からもご報告がありましたように、本日例会終了後、クラブ協議会をこの場で開
催致しますので、皆様、できるだけご出席を頂きます様お願い致します。
●これも先ほど会長のご報告の中になりましたが、次週は35周年記念式典でございます。例会
前式典前に15：30～記念写真を撮ることになっておりますので、会員の皆様にはご婦人共々、
15：30までにはお越し戴きます様に、お願い致します。
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後期活動方針の発表

各委員会より、本年度後期活動方針の発表が行われました。詳細については「概況報告」をご覧下さい。
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米 山 奨 学 金 支 給

米山奨学生：ムニョス・ガジャルド，ナイラさん

学 校：奈良先端技術大学院大学

月額奨学金：14万円

福本
会員組織委員長

植村
奉仕プロジェクト委員長

楠原
クラブ広報委員長

冨川
クラブ管理運営委員長

佐川
会員選考委員長

中條
会員増強委員長

楠下
職業分類委員長

飯田
ロータリー情報委員長

北神
雑誌・広報委員長

弓場
会報・ＩＴ副委員長

西口
ニコニコ委員長

谷川
親睦活動委員長

大塩
姉妹・友好担当委員長

石野
プログラム委員長

武中
出席委員長

堀内
副ＳＡＡ

多田
クラブ研修リーダー

野﨑
社会奉仕委員長

増井
青少年奉仕副委員長

渡辺
国際奉仕委員長
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ニコニコ箱 本日計 30,000円 累計 2,189,000円

小西敏文 君 本日は後期活動方針の発表です。各常任委員長さん宜しくお願いします。
有井邦夫 君 本年もよろしく 北河原ＧＥ 1/12 ＵＳＡサンディエゴへ出発致しました。
中井一男 君 謹賀新年 本年もよろしくお願い致します
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
潮田悦男 君 ニコニコ協力
西本隆一 君 ニコニコ協力
弓場裕史 君 ニコニコ協力
鈴木 譲 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力

次週の例会 平成２６年１月２８日（火）
卓話 産経新聞大阪本社正論調査室大阪正論室長

編集局編集委員 河村直哉様

テーマ「日本再生元年」

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治

例会変更のお知らせ

１ 月 ■生駒ロータリークラブ■
・１月２２日（水）・・・例会場変更。
場所：アントレいこま①６階「桃谷楼」→アントレいこま①Ｒ階

（同じ建物内です）
尚、会食場は、アントレいこま①６階「桃谷楼」ビジターフィは
4,000円です。

■桜井ロータリークラブ■
・１月２９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。

2 月 ■大和高田ロータリークラブ■
・２月１１日（火・祝）・・・定款第６条第１節（ｃ）適用の為、
休会。

※ビジター受付は、行いません。
■京都山城ロータリークラブ■
・２月１９日（水）・・・「奉仕プロジェクト・ジュニア・ロボット
フェスティバル」開催の為、変更。
日時：2月22日（土）
場所：けいはんなプラザ大会議場「ナイル」

※ビジター受付は、2月19日（水）12：00-12：30まで、けいはんな
プラザ１Ｆにて行います。

・２月２６日（水）・・例会場変更。
日時：2月26日（水）12：30-13：30
場所：ＡＴＲ会議室

※ビジター受付は、2月26日（水）12：00-12：30まで、けいはんな
プラザ１Ｆにて行います。

■奈良西ロータリークラブ■
・２月６日（木）・・・新入会員歓迎会の為、変更。
※ビジター受付は、行いません。


