
本 日 の お 客 様

●樋口 俊夫 様（やまと西和ＲＣ）
●松本 安司 様（やまと西和ＲＣ）

会 長 報 告

本日より、北河原ガバナーの公式訪問がスタートされました。是非
とも随行者の皆様共々、ご健康には留意され、この半年間大変な行
事ですが頑張って頂きたいと思います。
●持ち回り理事会で二点決定いたしましたので、ご報告致します。
1.入会候補者に関して2名の推薦がございました。理事会に於いて
了解しまして、今後審査手続きを進めさせて頂きますので、宜しく
お願い致します。
2.現在、クールビズということで10月末までと先週発表させて頂き
ましたが、かつては一年を通して我々は例会中上着を着ておりまし
た。いま（ガバナー年度という事もありますし、）改めて原点に戻
る形で、（クールビズの格好で結構ですが）例会時に於きましては
上着着用で進めて行きたいと思いますので、ご協力宜しくお願い致
します。
●奈良新聞等にも出ておりましたが、就任の挨拶回りに行ってまい
りました。二日に分けて、7月3日には、奈良市、産経新聞、ＮＨＫ、
朝日新聞、毎日新聞、そして南都銀行を回ってまいりました。7月4
日には、奈良県、奈良警察署、奈良新聞、奈良テレビ、読売新聞を
回ってまいりました。今年度の奉仕活動内容を説明すると共に、ガ
バナーの問題、それと記者会見の説明をしてまいりました。好意的
に受け止めてくれるマスコミと事務的に受けられる所等がありまし
たが、今後我々の活動を大いに発信して行きたいと思っております。
以上です。有難うございました。
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2014-15年度当クラブテーマ

『ロータリアンとしての

誇りをもって』

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2回 7月8日
通算1701回

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５０名
◎欠席者 ２名
◎出席者 ６８名
◎出席率 ９７．１７％

第47回 6月24日
通算1699回の修正

◎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 ８名
◎補填者 ７名
◎出席者 ６９名
◎出席率 ９８．５７％

例会プログラム

第3回 7月15日

通算1702回

１．開会の点鐘

２．ソング

「うみ(海はひろいな～♪)」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．前期活動方針

財団・広報・クラブ

管理運営

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 北河原 公敬

「ロータリーは心くばり」



委 員 会 報 告

青少年奉仕委員会：水野委員長
本日皆様の状差しに入れさせて頂いておりますが、地区青少年交換委員会から、派遣学生の募
集の案内が来ております。ご興味のある方は、私までご一報頂ければ、と思います。よろしく
お願い致します。

RID2650 広報・月信担当：植村幹事
先週もお詫び申し上げましたが、今週皆様のお手元に 新版というか改訂版のガバナー月信を
入れております。有井幹事長のご指示により、宮川印刷の方で完全にやり直しをさせることが
出来ました。皆様には大変みっともない話で申し訳ございません。来月からはこんなことのな
いようにやりますので、どうぞ御赦しの程、宜しくお願い致します。先週配りましたものにつ
きましては、破棄して下さい。

社会奉仕委員会：中嶌委員長
本日例会終了後、委員会を開催致しますので、ご出席いただきます様お願い致します。委員会
メンバー及び、幹事と石野さん（職業奉仕委員長）のご出席をお願い致します。

出席委員会：多田委員長
前回1日の例会の欠席者について、1名だけ補填をされていませんので、督促して、必ず100％
を目指しますので、欠席された際には必ず補填を宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

●フィリピン台風被害復興予防接種拡大プログラムへのご参加とご協力のお願い」です。主旨
等をまとめた地区からの文書を状差しに入れてあります。本ミッションには有志が自費で参加
され、ワクチン投与を行いますが、そのワクチンは会員からの寄付で賄いたいとのお願いです。
当クラブからは潮田会員がミッションに参加されます。募金箱を回しますので、主旨に賛同さ
れる方は潮田会員頑張ってください、という意味も込めて募金をお願いします。
●概況報告書が出来上がりました。状差しに入れておりますので、ご覧ください。
●本日各委員会の活動方針の発表（前半部分）を行ないます。次週は、財団、クラブ広報、ク
ラブ管理運営の各常任委員会の発表となりますが、前年度同様、例会終了後、クラブ協議会を
行ないます。時間に猶予のある方は是非例会終了後のクラブ協議会にご参加下さいますようお
願い致します。

北河原ガバナー挨拶

本日ガバナーとして 初の公式訪問をしてまいりました。京都八幡ロータリークラブですが、
会長が女性の方でございます。女性の方が2人おられるクラブで、30名だったのですが、昨日1
人亡くなられまして29名なりました。今日は例会前に黙祷というショックな出来事がございま
した。はじめに会長幹事と懇談、例会での卓話、そしてクラブ協議会ということでしてまいり
ました。 初なのでどうなるかと思いましたが一つ驚いたことに、明日行く京都クラブの会長
幹事がおられまして、それから田辺クラブの会長幹事もおられました。何故かと思いましたら
八幡クラブのスポンサークラブが京都クラブと城陽クラブで子クラブが田辺クラブだそうです。
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それぞれ表敬訪問をよくされてまして、今日はたまたま表敬訪問で会長幹事が来られていたの
です。明日伺う会長幹事がおられて、向こうもこちらもやりにくいなと思っているのですが、
そんな 初の公式訪問でした。これから毎日公式訪問が続きますが来週の火曜日は大津になり
ますので例会までに戻れないと思います。しばらく欠席が続くと思いますが、なんとか皆さん
と一緒に進んでいきたいと思います。

3

ロータリー語録

世界は常に変化している。ロータリーは、この世界と共に、変化して成長して
いかねばならない。
ロータリーの物語は、幾度も書きかえられねばならない。

（ポールＰ．ハリス）

認証状・委嘱状授与

認 証 状
・多田 実 君（Ｒ．Ｌ．Ｉ．ディスカッションリーダー研修）
委 嘱 状
・多田 実 君（Ｒ．Ｌ．Ｉ．ディスカッションリーダー）



前期活動方針の発表（会員組織・奉仕プロジェクト）

本年度、各委員会より、活動方針説明が行われました。
詳細については「概況報告」をご覧下さい。
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奈良テレビ放送表敬訪問（会長・幹事 就任挨拶）

奈良新聞記事

中村

会員組織委員長

渡辺

会員選考委員長

市田

会員増強委員長
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高木

職業分類委員長

飯田

ロータリー情報委員長

石野

職業奉仕委員長

中嶌

社会奉仕委員長

水野

青少年奉仕委員長

佐川

国際奉仕委員長

ニコニコ箱 本日計 49,000円 累計 221,000円

北河原公敬君 福本年度の第１例会出席出来ず申し訳ありませんでした。本日ガバナーとし
て 初の公式訪問をしてまいりました。京都八幡ＲＣでした。まだ1/97が終っ
ただけです。

有井邦夫 君 公式訪問はじまりました。京都八幡ＲＣ無事訪問終りました。
宮西正伸 君 森山さん本日は有り難うございました。
平野貞治 君 会長会は突然のキャンセルで楠原さんにご迷惑をおかけいたし申し訳ありま

せんでした。中村さん始め山本さん金星さんにお世話になりありがとうござ
いました。

金星 昇 君 中村さん、先日は、出雲大社案内ありがとうございました。又、松江カント
リー、もう一度計画して下さい。

中村信清 君 大塩様先月25日には大変お世話に相成りました。お蔭でうそ替え神事大盛会
でした。

小池恭弘 君 結婚記念日に素晴らしい洋ランの花を頂きました。枯らさないように管理致
します。有難う御座います。

松岡弘樹 君 むし暑い日が続きます。皆さん、健康にはくれぐれもご留意を！！
多田 実 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
鈴木 譲 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
植倉一正 君 ニコニコ協力
鈴木浩之 君 ニコニコ協力
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次週の例会 平成２６年７月２２日（火）

卓話 有井邦夫 地区幹事長

「ガバナー年度を迎えて」

●会報・IT委員会/辻本和弘 小原靖浩 植倉一正 鈴木譲 野末勝宏 webmaster/辻本和弘

例会変更のお知らせ

7 月 ■あすかロータリークラブ■
・７月１７日（木）・・・・夜間例会の為、例会時間変更。
時間：19：00～
場所：橿原ロイヤルホテル

※ビジター受付は、12：00-12：30まで、橿原ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

■やまと西和ロータリークラブ■
・７月２２日（火）・・・・定款第６条第１節(c)による休会。
※ビジター受付は行いません。

■京都山城ロータリークラブ■
・７月３０日（水）・・・・定款第６条第１節(c)による休会。
※ビジター受付は行いません。

8 月 ■平城京ロータリークラブ■
・８月７日（木）・・・・家族親睦例会の為、例会場変更。
場所：ウェスティン都ホテル京都
時間：18：30～

※ビジター受付：ホテル日航奈良３階フロント横にて、
18：00-18：30まで行います。

・８月１４日（木）・・・・定款第６条第１節(c)による休会。
※ビジター受付：致しません。
・８月２８日（木）・・・・納涼例会の為、例会場変更。
場所：ホテル日航奈良ビアガーデン
時間：18：30～

※ビジター受付：ホテル日航奈良３階フロント横にて、
18：00-18：30まで行います。

■京都山城ロータリークラブ■
・８月１３日（水）・・・・お盆休会。
※ビジター受付は行いません。
・８月２７日（水）・・・京都城陽ＲＣとの合同例会の為、
日にち・場所変更
日にち：８月３０日
場 所：酔月

※ビジター受付は、8月27日（水）12：00-12：30まで、
けいはんなホール1Fにて行います。

■五條ロータリークラブ■
・８月１３日（水）・・・・定款第６条第１節(c)による休会。
※ビジター受付は行いません。
・８月２７日（水）・・・・ガバナー公式訪問のため、
場所をリバーサイドホテルに変更致します。


