
本 日 の お 客 様

●平川 泰厚 様（京都山城ＲＣ）

会 長 報 告

改めましてこんにちは。
●先ず初めに、6月8日日曜日、阿倍野ハルカス、マリオットホテル
で行われました年度末家族親睦例会には沢山の皆さんの参加を頂き
有難うございました。何と言いましても、谷川親睦活動委員長が四
時間並んで買って来てくれたポッキー、あのお味はどうでしたか。
本当に谷川親睦活動委員長、有難うございました。そしてまた何よ
り凄かったというのか楽しかったというのか、梅谷さんによるジャ
ンケンだけであれだけ場を盛り上げられる、と本当に素晴らしい方
に入って頂き、これからの家族親睦例会は本当に楽しい例会になる
んじゃないかと思います。本当に有難うございました。それとその
時に竹川さんに米寿のお祝い、成田さんと金星さんにはその場で傘
寿のお祝いをさせて頂き、その時欠席だった山本直明さんには本日
後程お祝いさせて頂きます。
●次に渡辺会員が奥さんと一緒に、当クラブよりただ一人、シドニー
で行われた世界大会に参加して頂きました。本当に御苦労様でした。
今日のクラブ協議会でもし時間が余ったら、世界大会の模様など報
告して頂ければ、と思います。
●本日は欠席のようですが、奈良ホテルの専務取締役総支配人の森
一紀さんが、今月いっぱいで退会されます。ご栄転ということで、
他所のホテルに行かれるらしいです。来週森さんには最後の退会の
挨拶を頂き、その場で記念品をお贈りしたいと思っております。
●次に、ガバナーから国際奉仕委員長と連名で、フィリピン台風被
害復興支援金の使途について、報告が来ております。全部で4,882,
574円集まり、その使い道として、被害に遭った学校の修復支援、
デング熱に対する医療支援等に使いました、との事です。
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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

例会状況報告

第46回 6月17日
通算1698回

◎会員数 ７７名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ９名
◎出席者 ６２名
◎出席率 ８７．３２％

第44回 6月3日
通算1696回の修正

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 １４名
◎補填者 １＋１１名
◎出席者 ６７名
◎出席率 ９５．７１％

例会プログラム

第47回 6月24日

通算1699回

１．開会の点鐘

２．ソング

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．友愛例会

６．閉会の点鐘

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」



●2013-2014年度ＲＩ会長賞と、ロータリークラブセントラル賞の表彰状が届いておりますの
で、回覧致します。
●本日クラブ協議会をさせて頂きます。先ず、例会時間には5名の常任委員長さんの年間活動
報告、その後4名の四大奉仕委員長さんに活動報告を発表して頂きます。時間がもし早く終わ
れば、その場で閉会の点鐘をし、続けてクラブ協議会に入ります。そのクラブ協議会では各委
員長さんに年間報告を頂き、次年度に対しての申し送り事項等があるなら発表頂ければ、と思っ
ております。各委員長さんの報告終了後、ガバナー事務所、地区幹事長予定者、副幹事長予定
者の方々からこれまでの進捗状況並びに今後の課題についての報告をお願いしたいと思ってお
ります。本日のクラブ協議会、皆様方の参加を是非お願い致します。

委 員 会 報 告

定款細則検討委員会：飯田委員長
今日新しいクラブの定款細則事務取扱内規が配布されました。これをもちまして定款細則検討
委員会を解散致します。委員の皆様、ご苦労さまでした。有難うございました。

幹 事 報 告

●本日委員長の皆様方の状差しに、年間報告を出して頂くよう御願いの書面を入れさせて頂き
ました。本日発表して頂く内容以外にも書いて頂けると思います。期日は本来であれば今月末
と言いたい所ですが、7月15日に設定させて頂いておりますので、方々期日厳守でお願い致し
ます。
●皆様方の状差しに「ロータリーの行動規範」の文書を配布いたしました。これは、今年度Ｒ
Ｉ理事会に於きまして、変更が決定されましたので、最新版のロータリー手続要覧にも記載さ
れておりません。従いまして、必ずこのロータリー行動規範をご一読の程、お願い致します。

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。
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賀寿お祝

★ 仐寿 ★

●山本 直明 君

福本

会員組織委員長

植村

奉仕プロジェクト委員長

高木

ロータリー財団委員長



ク ラ ブ 協 議 会
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楠原

広報委員長

平野

会員選考副委員長

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

水野

会報・ＩＴ委員長

西口

ニコニコ委員長

谷川

親睦委員長

潮田

姉妹友好副委員長

石野

プログラム委員長

武中

出席委員長

堀内

ソング委員長

冨川

クラブ管理運営委員長

野﨑

社会奉仕委員長

渡辺

国際奉仕委員長



4 ●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

次週の例会 平成２６年７月１日（火）

友愛例会 会長・幹事挨拶

ニコニコ箱 本日計 77,000円 累計 3,387,769円

小西敏文 君 本日の年間活動報告 その後のクラブ協議会 各委員長さん発表宜しくお願
いします

植倉一正 君 例会終了後のクラブ協議会にも、出席の程、お願い致します。
金星 昇 君 過日は傘寿のお祝ありがとうございました。お蔭様で毎日元気で過させて頂

けます事に感謝々々です。
土谷宗一 君 ①ハルカスでまたまた商品を2つももらってしまいました。どうもすみません。

②来週の例会欠席します。今年度御世話になった御礼と来年度もよろしく。
矢追家麻呂君 第4回親睦ゴルフコンペで優勝させていただき、小西会長より豪華賞品をいた

だきました。有難うございました。親睦活動の谷川委員長・中奥副委員長、1
年間お世話になりました。

髙野 治 君 社名を関西緑地サービスに変更いたしました。これまで以上に宜しくお願い
いたします

谷川千代則君 来週欠席なので今日が今年度最後です。一年間お世話になりありがとうござ
いました。

山本直明 君 今年度もいろいろお世話になり有難うございました。
松岡弘樹 君 ワールドカップ ギリシャ戦の勝利を祈念して ニコニコ！！
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
辻本和弘 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
鈴木 譲 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
野末勝宏 君 ニコニコ協力
藤井正勝 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力

有井

幹事長

武藤

副幹事長

北河原

ガバナーエレクト


