
本 日 の お 客 様

・Mr.Dexter Yee( RC of Mililani Sunrise)
・Ms.inda Yoshikami ( RC of Mililani Sunrise)
・Ms.June Kasaoka ( RC of Mililani Sunrise)
・Mr.Wendell Nekota ( RC of Mililani Sunrise)
・Ms.Yolette Nishimoto( RC of Mililani Sunrise)
・Ms.Veralyn Meyer (Yolette's sister)
・Mr.Paul Nakachi( RC of Mililani Sunrise)
・Ms.Claudia Nakachi (Mr.Nakachi's spouse)
・Mr.Melvin Kumasaka( RC of Mililani Sunrise)
・Ms.JoAnn Kumasaka(Mr.Kumasaka's spouse)
・古森 淳一 様（生駒ＲＣ）
・古森 和江 様（古森淳一様ご令室）

会 長 報 告

本日第5回定例理事会がございました。その報告を致します。
・鴟尾の会会長幹事会が11月1日にございました。それと、後半で
すが、来年5月31日に我々奈良大宮ＲＣがホストとなりまして奈良
ホテルに於いて県下会長幹事会がございます。
・社会奉仕並びに青少年奉仕の委員長さん、ご苦労さまでした。アー
トベンチ表彰式、労働に学ぶにつきましては、多数の会員の方々に
ご出席頂きました。この後各委員長からその内容を報告して頂きま
す。

委 員 会 報 告

ロータリー財団常任委員会：潮田委員長
11月はロータリー財団月間でございます。10月が米山で、11月がロー
タリー財団と続きますが、皆様方のご寄付を15,000円、よろしくお
願い致します。
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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17回 11月4日
通算1716回

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

２＋２５名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 １１名
◎出席者 ５８名
◎出席率 ８４．０６％

第15回 10月21日
通算1714回の修正

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

２＋２５名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 １６名
◎補填者 ６＋１５名
◎出席者 ７３名
◎出席率 ９８．６５％

例会プログラム

第18回11月11日

通算1717回

１．開会の点鐘

２．ソング

「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．クラブ討論会

（ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会担当)
卓話 地区財団補助金委員会

委員 中窪啓司様

(平城京RC所属)

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」



（高辻幹事より）余談ですが、11月まではロータリーレートが106円になっております。昨今
新聞を見ておりますとかなり円安に振れておりますので、今月中にご寄付よろしくお願い致し
ます。

社会奉仕委員会：中嶌委員長
社会奉仕委員会活動で、吉野の間伐材を有効利用して環境保全に役立てようというプロジェク
トをしておりまして、夏の暑い最中、吉野の桧の伐採から始まり、昨日ようやく作品が文化会
館にて展示され、グランプリ、準グランプリの表彰をすることができました。作品は絵画で、
デザインとしては16点。高円高校と帝塚山高校から頂きまして、展示されておりまして、その
内の二点が、先ず高円高校の方で、「跳ぶ」というテーマでグランプリ、帝塚山高校の方で
「大仏の足」というテーマで準グランプリを表彰して、この二点の作品につきましては、德矢
会員の関係の大工さんに非常に無理をお願いして作って頂きました。またこの作品二点は文化
会館に寄贈され、何年か展覧されることになっております。それから文化会館の前の方にもパ
ラソルが二つ設置されておりますが、その下に二台ずつベンチを設置しました。このアートベ
ンチデザインコンクールと並行して新公会堂北側の春日野園地と浮雲園地の方で桧の無垢、こ
れも潮田会員の寄贈ですが、この間伐材を元にベンチを新調しております。機会があれば是非
そこにゆったり座って頂いて、夕日でも眺めて頂けたら非常に有難いと思っております。以上、
非常にお世話になり、有難うございました。

青少年奉仕委員会：水野委員長
去る10月29日三笠中学校に於きまして、「労働に学ぶ」を実施致しました。講師としてご参加
頂きました会員の皆様、それから事業に参加を頂きました会員の皆様、大変お世話になりまし
た。厚く御礼を申し上げます。青少年奉仕委員会につきましては、今後も事業がございますの
で、引き続きご協力をお願いします。有難うございました。

幹事より
今、報告のありました二つの奉仕事業（アートベンチデザインコンクール表彰式・「労働に学
ぶ」）につき、奈良テレビの夕方の番組で放映されました。二分程ですが、その番組を流しま
すので、あちらのスクリーンをご覧下さい。

雑誌・広報委員会：森山副委員長
今月号の「ロータリーの友」のご紹介をさせて頂きます。縦書きのP.14に「アメリカインディ
アンと日本人」という記事が載っております。アメリカインディアンと日本人は兄弟である、
共通のＤＮＡを持っている、ということが載っております。またそれに対し、アジアの他の国、
韓国や中国では殆どそれが見られず、日本人だけだ、ということで、アイヌ人とアメリカイン
ディアンが一緒だということになっております。また皆様ご一読頂ければ、と思いますので、
よろしくお願いします。

指名委員会の開催の通告

(会長)
ただ今より、【奈良大宮ロータリークラブ細則第3条第1節】に基づき、指名委員会の開催に関
する例会の議長を務めます。
本日の会員総数は78名。本日の出席者数は58名ですので、【奈良大宮ロータリークラブ細則第
5条「会合」、第4節「定足数」】の規定による3分の1以上を満たしていますので、本例会は成
立致します。
【奈良大宮ロータリークラブ細則第3条第1節(a)】に『年次総会の1カ月前の例会において、会
長は指名委員会の開催を通告する。』と決められていますので、本日の例会にて、指名委員会
の開催を通告致します。指名委員会は、【事務取扱内規（1）「細則第3条第1節関係（指名委
員会）」イ】で『クラブの定める指名委員会は7名とし、会長、次年度会長及び前5代の会長と
する。委員長は最先任会長が務める』と決められています。従いまして、指名委員は、冨川悟
さん、矢追家麻呂さん、井上正行さん、楠原忠夫さん、小西敏文さん、中村信清さんと私、福
本の7名です。委員長は最先任会長の冨川悟さんとなります。それでは、冨川さん、宜しくお
願い致します。
（指名委員会：冨川委員長）
本年度指名委員会の委員長を務めさせて頂きます冨川でございます。どうぞ宜しくお願い致し
ます。この指名委員会で次々年度の会長を指名させて頂きますが、立候補される方がおられま
したら、本日より1週間以内に指名委員会に書面で通告をお願いしたいと思います。本日早速
でございますが、第1回目の指名委員会を開催致しますので、委員の方は残って頂きますよう
お願い致します。宜しくお願い致します。
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ミリラニサンライズロータリークラブ来訪

Mr. Dexter Yee (as the president of the Rotary club of Mililani Sunrise in RID5000)
Dexter Yee氏（RI5000地区ミリラニサンライズロータリークラブ会長）

Aloha from the Rotary Club of Mililani Sunrise. A special Aloha to District Governor
Kimihoro Kitakawara and President Ryohei Fukumoto.
ミリラニサンライズロータリークラブより、“アロハ”。特別な“アロハ”を北河原公敬地区
ガバナーと福本良平会長に。

We thank you for the invitation to visit your Rotary Club and participate in your me
eting. You have all been extremely gracious and hospitable.
我々が貴方のロータリークラブを訪問し、例会に参加するご招待を頂き、ありがとうございま
す。貴方方皆さんには非常に親切におもてなしを頂いております。

The sister Club agreement was signed on the island of Kauai on November 10th, 2010 a
t the District 5000 District Conference.
姉妹クラブ締結は、2010年11月10日カウアイ島でのRI5000地区の地区大会に於いて署名されま
した。

The Rotary Club of Mililani Sunrise has one major fund raising event each year, our
annual scholarship golf tournament. The 17th Annual Scholarship Golf Tournament was
held in May of this year. The proceeds allowed Mililani Sunrise to grant a total of
$26,000 in scholarships this year. We are grateful for your participation in our 201
3 Scholarship Golf Tournament and issue you a standing invitation to participate in
future years.
ミリラニサンライズロータリークラブの主要な（資金調達の）イベントの一つに、毎年開催さ
れる奨学金の為のゴルフトーナメントがあります。今年5月には、第17回奨学金ゴルフトーナ
メントが開催されました。今年はこれにより、ミリラニサンライズが合計26,000ドルの奨学金
を与えることを可能にしました。私たちは2013年の奨学金ゴルフトーナメントへのあなた方の
参加に感謝し、今後またあなた方に参加頂きたいと思います。

Please accept some gifts of appreciation:
どうか感謝の品をお受け取り下さい

District Governor Kimihiro Kitakawara
北河原公敬地区ガバナー

President Ryohei Fukumoto
福本良平会長

Dr. Ushioda and Eichi Nishiguchi
（今回お世話を頂いた）潮田会員と西口会員
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Officers and Board Members
役員及び理事会メンバー

Members
会員の皆さん

Present Koa Bowl to President Ryohei Fukumoto
Koa Bowlを福本良平会長にプレゼントします

We will close by showing a slide show of Mililani Sunrise Rotary events.
では、ミリラニサンライズロータリークラブのスライドショーをお見せして、終えたいと思い
ます。

≪Slide Show≫
スライドショー

We would be honored to have you visit the Rotary Club of Mililani Sunrise when you
visit Hawaii.
貴方方がハワイにお越しの際には、ミリラニサンライズロータリークラブを訪問頂かれば光栄
に思います。

ALOHA and THANK YOU.
”アロハ“そしてありがとう
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ニコニコ箱 本日計 63,000円 累計 977,000円

Mr.Wendell Nekota（Rotary club of Mililani Sunrise）（ニコニコ協力頂きました）
福本良平 君 ミリラニサンライズロータリークラブの皆様ようこそお越し下さいました。

労働に学ぶ、アートベンチ表彰式に多数の参加ありがとうございました。
高辻良成 君 ◎ミリラニＲＣのメンバーのみなさまようこそおこし下さいました

◎労働に学ぶ、およびアートベンチ表彰式と奉仕活動が続きました。どちら
も大成功で、参加いただいた皆様、ありがとうございました。

宮西正伸 君 ミリラニサンライズロータリークラブの皆様 ようこそ奈良の地に
植村将史 君 Mililani Sunrise Rotary Club Member Welcome to Japan Welcome to our

club!!
多田 廣 君 ミリラニサンライズＲＣの皆様 ようこそ奈良大宮ＲＣへ 心より歓迎致し

ます。
北神徳明 君 ミリラニサンライズロータリークラブの皆さん ようこそ奈良へ 秋の古都

を楽しんで下さい。
小西敏文 君 ミリラニサンライズＲＣの皆様ようこそ奈良大宮ＲＣにお越下さいました。

楽しんで下さい。
藤井正勝 君 ミリラニサンライズＲＣの皆様ようこそ奈良へ
谷川千代則君 ミリラニサンライズＲＣの皆様ようこそ奈良へ
北河原公敬君 本日75クラブとなります公式訪問をしてまいりました。昨日「ジャパンロー

タリーデーイン愛知」出席の為名古屋へ行ってまいりました。田中元ＲＩ会
長、北ＲＩ理事他多数の日本ロータリーの役員はじめ全国のガバナーも出席
しており、盛大な催しとなりました。

弓場裕史 君 社会奉仕委員会、アートベンチコンクール ご協力ありがとうございました。
德矢和士郎君 ・「労働に学ぶ」で建築の講話をさせていただき、ありがとうございました。

・長男が結婚しました。ありがとうございました。
・社会奉仕事業のベンチの製作を担当させていただき、ありがとうございま
した。

・本日の例会欠席申しわけありません。
矢追家麻呂君 １０月の米山月間では、多くの皆様方にご協力いただき有難うございました。
倉田智史 君 結婚記念日のお祝を頂きましてありがとうございました。
南谷正仁 君 お花ありがとうございました。
森下泰行 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

11 月 ■奈良東ロータリークラブ■
・１１月２６日（水）・・・・親睦旅行の為、移動例会と致します。
※ビジター受付：17：30～18：000までホテル日航奈良3階ロビー
にて行います。

12 月 ■奈良東ロータリークラブ■
・１２月３１日（水）・・・・定款第6条第1節（C）により、休会。
※ビジター受付：行いません。

次週の例会 平成２６年１１月１８日（火）

卓話 山の辺の道「奈良道」を守る会
副会長・事務局長 藤本 忠彦 様

演題 「山の辺の道の魅力」

●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


