
会 長 報 告

本日のお昼の気温が35℃になっておりました。朝晩との違いが激し
いようですので、皆様体調に気を付けて下さい。
本日の臨時（持ち回り）理事会で、二点決定いたしましたので、ご
報告申し上げます。
1.入会候補者に関して2名に対する職業分類委員会、会員選考委員
会による審議の結果、入会に相応しいとの回答がございましたので、
これを承認致しました。そして今後入会手続きを進めたいと思いま
す。この後、7 Days Noticeを各ご家庭に送らせていただきますの
で、宜しくお願い致します。
2.後程社会奉仕委員長からも発表があるかと思いますが、7月26日
の社会奉仕委員会の奉仕活動をMake Up扱いにすることが決定いた
しました。その社会奉仕委員会の事業に対する地区財団補助金に関
して、交付金の決定がされました。交付金額は＄7,300（現レート
で￥744,600）となっております。
以上です。有難うございました。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：中嶌委員長
先般、社会奉仕活動の内容につきお話させて頂きましたが、今年度
は吉野の林業に対して、目を向けてもらおうということで、会長の
今年度の目標は環境保全ですので、現在の吉野の山林の状況は、環
境を保全するという意味からは充分手入れされている状況ではない。
それは台風等により、水害とかいろいろなものが影響しているので、
それを使って、奈良の観光の為に役立つベンチを設置しようと考え
ております。つきましては、そのベンチの設置を奈良公園にするの
ですが、それ以外にも高校生に対してデザインのコンペをして、色々
な案を出して頂く。これは高校生に対しても吉野の現状を知って頂
くきっかけになればと思っております。
つきましては、7月26日に吉野の津風呂湖の近くの山に行きまして、
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『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3回 7月15日
通算1702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 ９名
◎出席者 ５９名
◎出席率 ８６．７６％

第1回 7月1日
通算1700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 ５０名
◎欠席者 ６名
◎補填者 １＋６名
◎出席者 ７２名
◎出席率 １００％

例会プログラム

第4回 7月22日

通算1703回

１．開会の点鐘

２．ソング「４つのテスト」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

有井邦夫 地区幹事長

「ガバナー年度を迎えて」

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」



桧の間伐材の切り出し作業をして、また高校生には吉野の山林の話などを聞いて頂けたら、と
思っております。回覧させて頂いていると思いますが、できるだけたくさんのメンバーの方に
ご参加頂きまして、一緒に勉強して現状を知って頂く機会になれば良いかなと思っております。
26日9：00に近鉄奈良駅行基前集合、それから現地に行きますが、今のところは決して現地で
木を切って貰ったり運んでもらったりしようとは思っておりません。体力のない方でも結構で
す。体力のある方には木の塗装をして頂いたら良いかと思います。そしてお昼ご飯にお弁当を
生徒さん達と一緒に食べて、それから現地で山の状況など山林に詳しい方に説明して頂いて、
そして今考えておりますのが、「源流館」等で吉野の自然の素晴らしさを味わって頂く機会が
あれば良いかと思っております。取り敢えず、26日9：00に、出来るだけたくさんの方にご参
加頂けたら有難いと思っております。この日は理事会承認でMake Up扱いになりますので、奮っ
てご参加下さい。よろしくお願い致します。

ロータリー財団常任委員会：潮田委員長
今日お手元に国際奉仕委員会からフィリピンタクロバン（先日台風でほぼ壊滅状態になった所）
に、ポリオの投与のミッションがガバナーご厚意で許可が下りました。ただ、予算がありませ
んので自己負担なのですが、9月21～24日の4日間、フィリピン方面へ出かけたいと思います。
このクラブの中でこういったことに行かれた方は私だけだと思いますが、2年間お休みでやっ
と復活というか全部自前でやることになりました。一時財団の方からも補助金が、現地マニラ
のクラブとこちらの方に出ておりましたが、一度中止になりました。そうこうしている内に今
回の台風被害が有り、ポリオの薬品代として地区で300万円程集めるつもりでおります。何故
そんなに高いのか、とおっしゃいますが、ポリオのワクチンは実は冷蔵庫に入れて、冷やして
持って行かなければならないので、運搬に時間がかかります。地元まで、常温では特に熱帯の
所ですので、コストがかかります。寄付の方も、先日回させて頂きましたが、もう少し回した
いと思います。出来るだけよろしくお願い致します。

親睦活動委員会：中奥委員長
結婚記念日のお祝いに、今年はお花をお届けしております。結婚記念日当日の日中にお届けす
るように手配しておりますが、もしご都合が悪い方は親睦活動委員会にお知らせ頂ければ、時
間帯を変えてお届けする事も可能ですので、よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

●先週概況報告をお配りしましたが、辻本会員の結婚記念日が抜けていたり、若干校正ミスが
ありました。他にもRIよりサンパウロの国際大会の日程が変りました、という案内も来ており
ます。それも含めまして、正誤表を現在作成しており、来週お配り致します。該当の方には、
不愉快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。
●先ほど潮田委員長よりお話がありましたが先週寄付を集めました所、￥46,436集まりました。
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７月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
９日 小池 恭弘 君

１３日 藤井 正勝 君
２４日 大塩 栄作 君
２７日 髙野 治 君
２８日 谷川千代則 君
２９日 多田 廣 君
２９日 増井 義久 君
３０日 高辻 良成 君

★結婚記念日★
７日 小池 恭弘 君



前期活動方針の発表（財団・広報・クラブ管理運営）

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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中奥

親睦活動委員長

北神

姉妹・友好担当委員長

楠木

プログラム委員長

潮田

ロータリー財団委員長

小西

クラブ広報委員長

楠下

雑誌・広報委員長

辻本

会報・ＩＴ委員長

植村

クラブ管理運営委員長

鈴木浩之

ニコニコ委員長

多田実

出席委員長

西口

ソング委員長
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ニコニコ箱 本日計 41,000円 累計 262,000円

高辻良成 君 誕生のお祝いありがとうございます。
小池恭弘 君 74才、今日まで大病を患うことなく過せたこと感謝しております。誕生日を

祝っていただき、ありがとうございます。
大塩栄作 君 誕生日のお祝ありがとうございます。先日壇れいが来ました。近鉄の車内吊

りと駅ポスターの撮影に協力させていただきました。そのポスターに親睦ゴ
ルフの小西杯が写ってるんです。ニコニコに協力！

藤井正勝 君 誕生日御祝をいただきありがとうございました。
谷川千代則君 誕生日のお祝いありがとうございます
楠下重郎 君 本年度、雑誌・広報委員会よろしくお願い致します。
多田 実 君 7月1日本年度最初の例会から出席率100％を達成できました。ニコニコ
小原靖浩 君 連続欠席のおわび
植村将史 君 ニコニコに協力させていただきます
潮田悦男 君 ニコニコ協力
水野憲治 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
鈴木浩之 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

7 月 ■奈良東ロータリークラブ■
・７月３０日（水）・・・・定款第6条第1節（C）により、休会
※ビジター受付は17：30-18：00までホテル日航奈良3Fにて行います。

8 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・８月５日（火）・・・・チャリティーコンサートの為、
日時・場所変更。
日時：8月2日(土)17：00～
場所：三郷文化センター

※ビジター受付は8月5日（火）12：00～12：30まさごビルにて
行います。

・８月１９日（火）・・・・例会場変更。
場所：「井戸元」（斑鳩町三井204 TEL0745- 75- 9950）
時間：12：45～

※ビジター受付は「井戸元」にて行います。

■大和高田ロータリークラブ■
・８月１２日（火）・・・・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。

■生駒ロータリークラブ■
・８月１３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。

■奈良東ロータリークラブ■
・８月１３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。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・８月１４日（木）・・・・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。

次週の例会 平成２６年７月２９日（火）

卓話 なら・観光ボランティアガイドの会

理事 椿 紀久男 様

「なら大好き人間」

●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


