
本 日 の お 客 様

・中澤 忠嗣 様（RID2650 ガバナー）
・倉本 堯慧 様（RID2650 ガバナー補佐)
・田中 俊介 様（RID2650 幹事長)
・佐野 剛一 様（RID2650 副幹事長)

会 長 挨 拶

本年度第一例会、皆様方にはご出席頂きましてありがとうございま
す。本年度、会長を仰せつかりました中村でございます。私は至ら
ない所がたくさんございますので、皆様方のご協力の程、一つ、よ
ろしくお願い致します。本日は、中澤忠嗣ガバナー、倉本ガバナー
補佐、田中幹事長、佐野副幹事長のご臨席を賜わりまして、第一回
を行わせて頂きます。よろしくお願いいたします。
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2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

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1回 7月7日
通算1746回

◎会員総数 ７１名
◎出席義務者 ４５名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２６名
◎本日出席 ６５名
◎本日欠席 ３名
◎本日出席率９５．５９％

第45回 6月21日
通算1744回の修正

◎欠席者 ２０名
◎免除者の欠席者 ９名
◎欠席者の補填者 １３名
◎免除者の補填者 ３名
◎出席率 ９０．１４％

例会プログラム

第2回7月14日

通算1747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．会長・幹事挨拶

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 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



委 員 会 報 告

大塩会計
本日状差しに会費納入のお願いを入れさせて頂きました。皆さん、お手元に届いているかと思
います。7月31日までに会費の方をお振り込み頂きますよう宜しくお願い致します。

親睦活動委員会：門脇委員長
親睦家族例会、淀川の花火大会見学でございますが、8月8日（土）の予定で、ただいま出欠表
を回しております。是非、皆さん、ご参加頂きますよう宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

・本日、例会終了後、クラブ協議会があります。上階のいつも例会をやっております「金剛の
間」で行います。是非皆様にご出席頂きたいと思いますが、特に入会後三年未満の方はご出席
頂きますようお願い致します。

・来週14日の例会は、会長と私がご挨拶をさせて頂きますが、その後、友愛例会となります。
アルコールが出ますので、それをお含みおき頂いて、なるべく公共交通機関でお越し頂けたら、
と思います。
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委 嘱 状 授 与

（中澤ガバナーよりお渡し頂きました）
・多田 実 君（Ｒ．Ｌ．Ｉ．ディスカッションリーダー）
・武藤 廣茂 君（Ｒ．Ｌ．Ｉ．ディスカッションリーダー）



ガ バ ナ ー ア ド レ ス

RI2650地区 2015-16年度ガバナー 中澤 忠嗣 様

RI2650地区2015-16年度ガバナーを務めさせていただきます
京都南ロータリークラブ所属の中澤でございます。ちょっ
とだけ人数が多く、ちょっとだけ賑やかなクラブです。ど
うぞ宜しくお願いいたします。
中村会長をはじめ、奈良大宮ロータリークラブの皆さま方
におかれましては平素より2650地区に多大なご協力を賜っ
ておりますことに、先ず御礼を申し上げる次第です。誠に
有難うございます。
また、昨年は北河原パストガバナーが地区のリーダーとし
て大変な努力をされ、充実した一年を過ごされました。私
はノミニーとエレクト、2年間に渡り、北河原さんのお供を
させていただき本日に備えたわけです。ご覧のように不出
来で、十分に皆さん方のリーダーになる技量はございませ
んが、精一杯ロータリー運動に懸けてみたいと思っている
次第です。どうぞ宜しくご指導を賜りますことをお願い申
し上げます。本年度は、北河原さんにはパストガバナーと
して色々な職務をお手伝いしていただくわけですが、他に9
名の方々に地区へ出向していただきます。大変多くの方々
にご協力頂いたことに厚く御礼を申し上げます。それぞれ
の委員会で大活躍をしていただきますようにお願い申し上
げる次第です。
今日は7月7日、七夕です。少年の頃を思い出しました。学校へ行きますと笹をくれまして、そ
の笹に色紙で自分の思いを書くことができました。たしか私は、京都市の市電の運転士になり
たいというようなことを書いた記憶がありますが、それを家に持って帰って軒下に掲げて、自
分の希望が叶えるようにお祈りをしたものです。今日はそういう意味で、今どうしようかな、
そうだ、一年間元気にガバナーが務められるようにお願いしよう、ということを思っているわ
けです。幸いにも奈良大宮ロータリークラブは、今年度は宮司さんが会長ですので、十分に拝
んでいただき、また前年度は北河原さんがガバナーということでお参りをしていただければ、
元気いっぱいに過ごせるのではないか、と楽しみにしているわけです。奈良大宮はそういう意
味で文化の薫るクラブです。「ロータリーの友」をご覧になったらよく分かると思いますが、
俳壇・歌壇・柳壇というページがございます。奈良の方は大変多く投稿していただいています。
なかには飯田さん、いつも立派にご投稿頂いています。あとは高野さんも投稿されております。
昨年の7月号に飯田さんは「在原の ゆかりの村に 春惜しむ」という句だったと思います。そ
うですね、掲載されていました。また、昨年の12月には高野さんが「湯上りに 風の優しき 若
葉かな」と、大変気持ちの良い句でした。私もガバナーになるまでは、あのページしか見てい
なかったわけですが、なかなか味わいのある方々が全国にもおられるわけです。奈良はなかで
も、そういった意味で非常に文化薫るところがあります。
さて、本題に移りたいと思います。本年度のRI会長、K.R.ラビンドラン氏はスリランカ・コロ
ンボのロータリークラブ所属です。ロータリアン3世です。21歳でロータリーに入会されたと
記されています。職業はティーバッグ、これはもう皆さんご承知のように紅茶が入った紙袋で
す。この製造・販売・印刷を一手に引き受け、世界のナンバー1になられているわけです。私
もサンディエゴへ行きましたときにお土産として、色々な種類の紅茶をいただきました。なか
なか商売熱心な方でした。
ご承知のとおり、2650地区は1府3県96・1Eクラブ、会員数4666名を有する大きな地区です。少
子高齢化と人口減少のなかで、いまだに地区の組織の見直しがなされていない珍しい地区になっ
ています。京都、奈良、滋賀、福井、この4つのグループが一つの地区になっているというの
は、四国と、この2650地区だけで、非常に珍しいところです。日本には34の地区があり、2277
のクラブがあります。88000名という会員数だそうです。この8万いくつだったのが、7月1日の
ガバナー会議で88000を超えたという発表がありました。１地区で一番多い会員を持っている
のが、2760地区で、愛知1県で4850名の会員数です。我々は4県寄って4600名です。この差は大
変な差です。ちなみに最も小さい地区は2830地区の青森県、41クラブ、1147名です。平均1ク
ラブ28名ということになります。全国34の地区があるなか、それほど差がついているというの
が、この狭い日本列島のなかで起こっているということです。私たちロータリークラブの基本
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を、皆さん方、思い出していただきたいと思います。ロータリークラブはRIの一員です。RIは
世界200を超える国と地域、地区数は536といわれています。ただし、この数字はあまり確かで
はないというような印象を受けています。クラブ数は34800、会員数は120万人を超えたのです。
世界に120万人のロータリアンがいるということです。ロータリークラブは、その会員である
ロータリアンによって構成された世界的組織です。ロータリークラブは標準ロータリークラブ
定款を採用しなければなりません。標準ロータリークラブ定款は、全てのクラブがRI定款と細
則の規定に矛盾しない細則を採択することを義務付けています。その点で、このクラブは立派
にクリアされています。個々のクラブは世界を意識しなければならない時代になってきました。
少し近年はこの目が薄れてきているのではなかろうか、世界というものを少し見ていないので
はないか、と私自身は考えています。そして、ロータリー章典によりますと2015年1月の理事
会において、地区について次のように決定されています。地区の活動および、その組織は個々
のロータリークラブがロータリーの目的を推進することを援助することに、唯一の存在目的を
するものである、こう書いてあります。地区の組織は各クラブ活動のお手伝いをする組織です。
こうしなさい、ああしなさいと申し上げる組織ではないということをご理解願いたいと思いま
す。では、RIの今年度のテーマは「世界へのプレゼントになろう」です。テーマの一か所だけ
読んでみます。『結局のところ、私たちの人生の価値はどれほど得たのではなく、どれほど与
えたのかによって判断されるものです。ですから、苦しんでいる人から目を背けずに、その苦
しみを和らげてあげましょう。同情の言葉を掛けるだけでなく、実際に何かをしてあげましょ
う。社会から享受するだけでなく、社会に貢献しましょう。』こういうことをテーマにされて
いるわけです。例会場に掲げられたイメージマークをよくご覧になられますと分かると思いま
すが、日本が載っていません。私はそれがもの凄く残念です。全く裏側なのです。そのことに
気づき、意識いたしました。
次に本年の国際ロータリーのことについて、重要な点がいくつかありますので申し上げます。
必須項目が2つあります。1つはロータリーセントラルに各クラブの情報を入力すること。これ
はクラブ概況報告的なようなものですが、今年度の会員数の数値、あるいは事業計画の目標を
インプットしてください、ということです。そして、驚くことにもう１つあります。人頭分担
金を期限までに支払うこと。この2つが必須項目です。これをよく考えてみますと、人頭分担
金を払っていないロータリーがいっぱいあるということです。私達日本人は真面目に納めてい
ます。しかし、それを納めていないクラブが会長賞にエントリーしているということもあると
いうことです。このことも私達は頭に入れるべきであるというように私は思います。そして、
そのなかでいくつかの項目がありますので、少し申し上げます。ロータリー会員はマイロータ
リーに登録しなさい。全会員の50％を目指してください、ということです。いよいよICT化の
時代です。どんどんと進める、というわけです。2つめに会員増強と維持。各クラブの戦略計
画を必ず立案してください。戦略的目標・計画・価値観を行動に移してください。組織を大き
くしましょう。小さな組織では奉仕に限りがあります。親睦を通じて、高潔性を持って、倫理
を守りながら多様性を認めましょう。このように言っています。3つめ、ポリオ撲滅は最重要
課題です。人道的奉仕、社会奉仕の事業をしてください。4つめ、財団への寄付。財団はロー
タリーのエンジンです。次に5つめ、新世代、若者の囲い込みです。ローターアクト・インター
アクト・ライラ・ロータリー青少年交換。まだまだ色々なことがあります。青少年を囲い込ん
で学友というものにしよう。若い人にこれからロータリアンになってもらおう、という目的が
あるのです。6つめが公共イメージの向上。ロータリーが新しいロゴになりました。評判が良
いそうです。今申しましたように、会長賞にエントリーなさるクラブは、6つの項目を参考に
してください。
次に、我が2650地区の方針についてです。主役はあくまでも各ロータリークラブとロータリア
ンです。地区は皆様とともに、次の3つのことを実践して、各クラブがより個性に満ちて輝き、
魅力溢れる憧れのロータリークラブになるよう、最大の支援をします。
１つ、クラブの主体性を第一にします。クラブと同じ目線でロータリーらしい奉仕活動を推進
できるように側面から支援をします。2つめ、クラブの個性を明確にしてください。自分たち
のクラブらしさを創造してください。3つめ、憧れのロータリークラブを目指しましょう。か
つて、ロータリークラブは地域社会にとって、今よりもっと憧れの存在でした。その活動は共
感できる、魅力あるものでした。そして、入会したくても簡単に入会できない、それがロータ
リークラブでした。つまり、戦略計画を作ってくださいと呼びかけているのです。そして、申
し訳ないですけど、地区としての役目ですので寄付のことを申し上げます。ロータリー財団へ
の寄付は1会員180ドルを目指してください。ポリオプラスへの寄付は、1会員2000円を目指し
てください。ロータリー米山記念奨学会の寄付は、1会員24000円を目指してください。もう一
つ、ロータリーの希望の風奨学金への寄付については、1会員10000円を目指していただきたい。
4つめ、地区は今年度、IT化のお手伝いをします。これが柱になってきます。大半のクラブに
ホームページがありますが、2650地区にホームページの無いクラブが16あります。そして、長
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期間更新のされなかったクラブが15あります。これは私が一生懸命調べた結果ですが、例えば
2年前の会長の写真が載っているのです。つまり、3分の1のクラブがそういう状態だというこ
とです。奈良大宮は随分と用意ができているとのことで、大変嬉しく思います。私どものクラ
ブもまだまだ準備ができておりません。頑張ってやっていこうと思っています。
もう一つ。本年1月に米国カリフォルニア・サンディエゴで開催された国際協議会での報告を
します。1月18日より24日までの6泊8日で、10回の本会議、17回のセミナー、これら全てに出
席しました。140ページに及ぶワークブックを片手に学んできました。10回の本会議は同時通
訳、17回のセミナーは日本人34名の地区ガバナー、これを半分に割り、17のガバナーを2組に
分けてのディスカッションでした。何故か海外の会員と語り合える場がありませんでした。会
員数の減っている欧米人の方々、会員数の増加している韓国・台湾・インド、その方達とは言
葉は通じなくても、各国のガバナーの本音の風を私は感じられたのではなかろうか、と思って
います。私達と同じ考え方をしているのだろうか、ということを私はこの目と耳で感じたかっ
た。しかし、叶うことができませんでした。そして、最終日に、ガバナーが地区へ伝えること
はこういうことですよ、ということを教えられました。1つ、RIは大きく変化している。各ク
ラブはRIの一員です。そのクラブを構成しているのは会員一人ひとりです。2つめ、ロータリー
財団はロータリーのエンジンです。財団の確かな未来のために財団を強化しなければなりませ
ん。財産の更なる充実、巨額の投資をしたポリオ撲滅が必要です。そして、平和と安全への投
資。ロータリー財団は安心して寄付ができる組織です。3つめ、会員増強。戦略計画の立案を
することは必須事項です。そして、IT化・オンラインツールの利用。5つめ、グローバルな考
え。世界は広い。画一的なロータリークラブの時代は終わりました。以上のことをまとめられ
ました。
国際協議会で10回の本会議がありました。ゲイリー C.K.ホァン前会長はじめ、多くの歴代のR
I会長の色々なスピーチを聞きました。そのなかでRIの事務総長 ジョン・ヒューコ氏がロータ
リーの職員から見た支援というテーマで、とても長いスピーチをされました。私は注意深くこ
のスピーチを聞きました。原稿がしっかりしていましたので、日本語もしっかりとした同時通
訳でした。そして、その後、ロータリーの講演集にも載りました。驚くようなことを言われま
した。1つめ、近年2014年、ポリオ撲滅はそこまで、もうあとちょっとまできた。これが合言
葉です。本当に無くなるかどうかはわかりませんが、もうそこまできたということをはっきり
と言われました。これは素晴らしいことだと言われました。そして、ゲイツあるいは他の多く
のパートナーとタッグを組むことができました。今までロータリーは単独でこれをやってきた
わけです。30年間、一生懸命お金を集めて、一生懸命寄付をしたのです。しかし、病気は完全
には無くならなかったのが現実です。2つめ、ロータリー財団は米国の拠点の非営利団体を格
付けするところの団体から4つ星をいただいた団体だそうです。非常に公明正大、高い評価を
受け、資金管理を徹底している。安心してください、と言われました。そして、次にロータリー
は素晴らしい団体です。これまでの成果に満足して歩みを止めるようなことがあってはなりま
せん。ロータリーはもっと多くの、さらに末永い変化を生み出す活動ができるはずです。確か
に、高い倫理基準・クラブの多様性といった、時代を問わず普遍的に私たちの組織の根幹を築
き、ずっと変えるべきでない一部の伝統もありました。しかし、恩恵をもたらすよりも、むし
ろ障害となってしまっている伝統もある。こういう言い方をされました。変えるもの・変えな
いもの。これをはっきりする時代ですよ、ということを言われました。例えば、リーダーが毎
年交代する伝統を見てみましょう。明らかに強みはありますが、大きな弱点があります。新し
い取り組みにおいて真の成果をもたらすには、5年か10年かけた継続的な努力が必要です。毎
年指導者は変わり、方向が変わります。私達にはジグザグと進んでいく余裕はないのです。こ
れは単年制を批判しているわけです。そういう時代になってきたということです。戦略的にいっ
て、焦点の一つとして、出席要請よりも参加を重視すると決めたら、ロータリーはどんな組織
になるのでしょうか、ということを問いかけました。今では何十％、90％の出席率だ、それを、
まあいいじゃないか、それよりも奉仕をする参加型にロータリーをしたらどうかという意見も
出てきたわけです。重要なのは出席ではなく参加だ、ということを言われました。次に5つめ
ですが、クラブや地区の会員構造を視点を変えて考えてみてはどうでしょうか、ロータリーへ
の人頭分担金54ドルはクラブ会費・地区会費・食費が大部分を占めるロータリーの実際のコス
トと比べて、これは雀の涙です、ということを言われました。世界のどんな国も全部54ドルで
す。私達はこのような立派なホテルで食事をしています。その54ドルは雀の涙じゃないですか、
というようなことまで言われているのです。このようなことを色々と申しておられたのが、理
事会19名の理事、世界から集まった19名の理事、そして事務総長が組織を動かしている最高機
関の事務局の発言だということを、皆さん、頭に入れておいていただきたいと思います。最後
に、彼は言いました。何年も前にハリスはこう記しました。「ロータリーが然るべき運命を切
り開くには常に進化し、時には革命的にならなければなりません。」この言葉は今日にも通じ
るものがあります、と言われました。ロータリーは革命的に変化をなす時期にきているのでは
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ないかということを投げ掛けたのです。私は今、世界のロータリーと日本のロータリーの距離
をもの凄く感じています。しかし、私達はRIの組織の一員です。RIの組織に向き合っていては
いけません。ともに進む気持ちを持つべきだと思います。また、ロータリーの根源を変えるよ
うなプログラムができました。会員特典カードプログラム。ロータリー会員になったら特典が
付くのです。そういうことでロータリーに入りなさい、これが得になりますよと、会員を勧誘
する組織になっていこうとしているわけです。ロータリーは大きく変貌しています。今、最も
急ぐことは各クラブの戦略計画だと思います。つまり、各クラブのビジョンではないでしょう
か。クラブのビジョンをはっきりと立てるべきだと思います。ステータスだけではロータリー
はもうもちません。もたない時代だと思います。世界に通用しないクラブになってしまうので
はないでしょうか。そして、画一的なロータリークラブは時代遅れになると思います。2650地
区 97クラブ 4666名、ロータリアンは一歩前に出る時代になったのではないでしょうか。テリ
トリーもなくなりました。職業分類一業種一人もなくなりました。どこにでもある中途半端な
ロータリーに魅力を感じるでしょうか。型通りの姿には、個性も憧れも地域の人々は感じてく
れないでしょう。皆さん、一緒にロータリーを考えて、そしてこの奈良大宮ロータリークラブ
が、こういう方向で行くんだ、私達はこういうロータリーを目指そう、はっきりとビジョンを
立てていただく時代になったと、私はそう思っています。皆さま方におかれましては、日々大
変であろうかと思いますけれども、どうぞ意見を交わしながら、それぞれの意見を尊重して、
また新しい意見に耳を傾けて、素晴らしい奈良大宮、伝統のある、文化薫る素晴らしいクラブ
をお作りになることを祈念申し上げまして、私のスピーチとさせていただきます。
宜しくお願いいたします。有難うございました。
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ニコニコ箱 本日計 188,000円 累計 188,000円

中澤忠嗣 様（RID2650 ガバナー）
倉本堯慧 様（RID2650 ガバナー補佐）
田中俊介 様（RID2650 幹事長）
佐野剛一 様（RID2650 副幹事長）
中村信清 君 中澤ガバナー本日はようこそお越し頂き有難うございます。よろしくご指導の

程お願い申し上げます。
髙野 治 君 中澤ガバナー、本日は、宜しくお願いいたします。当クラブの皆様、1年間宜し

くお願いいたします。
北河原公敬君 中澤ガバナー初公式訪問をお祝いしますと共にご来訪を心より歓迎申し上げま

す。今後のご活躍をお祈り申し上げます。東大寺では本日東塔跡の発掘安全祈
願の法要を致しました。いよいよ境内の整備が始まります。

有井邦夫 君 中澤ガバナーお迎えして 公式訪問よろしく御指導下さい。
平野貞治 君 中澤ガバナーの公式訪問を歓迎致します。今年も宜しくお願い致します。
高木伸夫 君 中澤ガバナーの訪問を記念して。
飯田二昭 君 ・新しい年度のスタートを祝って・中澤ガバナーの公式訪問に感謝致します。
中井一男 君 中澤ガバナー様の御訪問をよろこんで。
多田 廣 君 中澤ガバナーを歓迎致します。よろしく御指導下さいます様お願い申上ます。
小池恭弘 君 中澤ガバナー ようこそ
藤川保雄 君 ようこそガバナー お越しくださいました。ご指導よろしくお願いします。
藤井正勝 君 中澤ガバナーをお迎えして ニコニコ
橋本和典 君 七夕の今日 中澤ガバナー、田中幹事長 ようこそおいで下さいました。来年6

月30日までの長丁場です。健康に留意されガバナーライフを満喫して下さい。
中村会長、髙野幹事、1年間よろしくお願いします。1年は長いようで短いもの
です。アッという間です。但し「逆もまた真なり」もあります。

多田 実 君 中澤ガバナー 本日はガバナーアドレスよろしくお願い致します。
武藤廣茂 君 中澤ガバナーご一行様 本日はご苦労様です。よろしくご指導のほど、お願い

致します。
潮田悦男 君 中澤ガバナー、奈良大宮ロータリークラブへようこそ。
冨川 悟 君 中澤ガバナーの公式訪問を歓迎して。
野﨑隆男 君 中澤ガバナー公式訪問ご歓迎申し上げます。本年度もいよいよ始まりました。

ニコニコ一年間皆様多大なるご協力よろしくお願い致します。
中嶌 大 君 本日は、ガバナー様御指導宜しくお願い致します。中村会長、髙野幹事、

一年間御活躍下さい。
北神徳明 君 2015-2016年度7月。第1例会、ガバナー公式訪問というすばらしいスタート

中村会長、髙野幹事がんばって下さい。
中條章夫 君 中村丸 一年間頑張ってください。身体に気を付けて楽しい例会にしてくださ

い。ニコニコ
矢追家麻呂君 中村会長、髙野幹事、よろしくお願いします。
小西敏文 君 中村会長、髙野幹事、1年間頑張って下さい。
金星 昇 君 中村会長 就任おめでとうございます。頑張って下さい。
森下泰行 君 新年次役員の皆様お世話になります。よろしくお願いいたします。
野末勝宏 君 中村会長一年間頑張って下さい。
福本良平 君 本年度も一年間よろしくお願い致します。
佐川 肇 君 本年もよろしくお願いします。
谷川千代則君 本年度もよろしくお願いします。
水野憲治 君 本年もどうぞ宜しくお願いします。
中奥雅巳 君 本年度もよろしくお願いします。
辻本和弘 君 本年度もよろしくお願いします。
西口栄一 君 ニコニコ委員会 ガンバッて下さい。本年度よろしくお願いいたします。

ＳＡＡ西口栄一
井上正行 君 会員選考委員会でたくさん選考出来ますように御協力御願いします。
弓場裕史 君 本年度プログラム委員会でお世話になります。よろしくお願い致します。
成田 積 君 奈良大宮Ｒ．Ｃの益々の発展を祈念します。今年度もよろしくお願いします。
國原正記 君 先日は結婚記念日にお花を頂きありがとうございます。おかげ様で、結婚記念

日を思い出し、妻へ花を買うことが出来ました。ありがとうございました。
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宮西正伸 君 ニコニコ協力
山本直明 君 ニコニコ協力
植村将史 君 ニコニコ協力
石野捨雄 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
武中洋勝 君 ニコニコ協力
堀内眞治 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
西本隆一 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
山口尚紀 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

7 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・７月２０日（月・祝）・・・定款第6条第1節による、休会。
※ビジター受付：致しません。

■京都山城ロータリークラブ■
・７月２９日（水）・・・定款第6条第1節による、休会。
※ビジター受付：行いません。

■やまと西和ロータリークラブ■
・７月２１日（火）・・・場所変更。
場所：王寺 戸田家（通常例会）

※ビジター受付：通常例会として戸田家にて行います。
・７月２８日（火）・・・定款第6条第1節による、休会。
※ビジター受付：行いません。

■桜井ロータリークラブ■
・７月２９日（水）・・・定款第6条第1節(C)による、休会。
※ビジター受付：行いません。
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例会変更のお知らせ

8 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・８月３日（月）・・・納涼例会の為、時間・場所の変更。
時間：18～21時
場所：「敦煌」大阪市中央区道頓堀2-3-28

※ビジター受付：12：00－12：30奈良プラザホテル1Fロビーにて
行います。

・８月１０日（月）・・・定款第6条第1節による、休会。
※ビジター受付：致しません。

■京都山城ロータリークラブ■
・８月１２日（水）・・・定款第6条第1節による、休会。
※ビジター受付：行いません。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・８月６日（木）・・・橿原RCとの合同ガバナー公式訪問の為、

例会日・場所変更。
日時：８月７日（金）12：00～
場所：橿原ロイヤルホテル 畝傍の間

※ビジター受付：8月6日（木）12：00-12：30例会場
（駅前ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ3階 大和信用金庫駅前別館）
にて行います。

・８月１３日（木）・・・定款第6条第1節(C)による、休会。
※ビジター受付：行いません。

■大和高田ロータリークラブ■
・８月１１日（火）・・・定款第6条第1節による、休会。
※ビジター受付：行いません。

■桜井ロータリークラブ■
・８月１２日（水）・・・定款第6条第1節(C)による、休会。
※ビジター受付：行いません。

次回の例会 ２０１５年７月２１日(火)

前期活動方針発表（会員組織・奉仕プロジェクト）

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫


