
会 長 挨 拶

改めまして、こんにちは。いよいよ梅雨の季節に入ってきまして、
雨はあまり降らないと思いますが、できるだけ体に気を付けて出席
よろしくお願いします。さて、私の任期もあと20日切りましたが、
そんなことで、みなさん頑張って頂ければ、と思います。一つよろ
しくお願いいたします。

委 員 会 報 告

宮西副幹事
ちょっと気が早いんですけれども、7月の例会のご案内をさせて頂き
ます。ガバナーの公式訪問等が昨年度より早まっておりますので、
ご案内をさせて頂きます。皆様の状差しに7月例会のご案内というこ
とで、入れさせて頂いております。ガバナーの公式訪問は7月19日で
ございまして、その前の週が例会後のクラブ協議会をさせて頂きま
すので、よろしくお願いいたします。クラブ協議会は全員の出席を
お願いしたいと思います。ガバナー公式訪問は17時に記念撮影をし
ますので、皆様正面玄関にご集合お願いいたします。クールビズ期
間中ですが、上着とネクタイの着用をお願いいたします。それと通
常ガバナー公式訪問の時は、終わりましたらクラブ協議会をやるん
ですが、本年度はガバナーはアドレスが終わったら帰られます。ク
ラブ協議会は行われませんので、ご案内いたします。また改めてご
案内させて頂きますが、皆様日程の方を空けて頂きますようお願い
いたします。
（追加）
先ほどご案内の文書を配らせて頂いたんですが、クラブ協議会の開
催時間が例会終了後は終了後なんですが、18時40分が16時40分になっ
ておりました。いきなり申訳ございませんが、 終例会にもう一度
配らせて頂きます。恐れ入りますが、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43回 6月14日
通算1788回

◎会員総数 ７２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)

２７名
◎本日出席 ５４名
◎本日欠席 ９名
◎本日出席率８５．７１％

第41回 5月31日
通算1786回の修正

◎欠席者 ７名
◎免除者の欠席者 ６名
◎欠席者の補填者 ３名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９４．０３％

例会プログラム

第44回6月26日

通算1789回

１．開会の点鐘

２．会務報告

３．家族親睦例会

４. 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！」



親睦活動委員会：門脇委員長
先日行われました親睦ゴルフの結果を発表させて頂きます。今回より、シニアとジュニアに
分かれて競っていただくことにしました。シニアの部優勝が武藤さんです。武藤さんがシニア
ジュニア合わせまして、グロスで一位だったということです。ジュニアの部優勝が武中さんで
す。どうもおめでとうございました。
親睦家族例会のご案内です。本日バスの乗り場の案内を配っております。どうぞご覧になっ
て頂きたいと思います。ＪＲ王寺駅の字が間違っておりますので、どうも申訳ございませんで
した。訂正してお詫びいたします。
本日例会終了後親睦委員会の打ち合わせをしたいと思いますので、どうぞ残ってください。
よろしくお願いいたします。

後に、一番大事なものですが、「ｉＰＳ細胞がひらく新しい医学」という山中先生の記事が
載っております。これはアルツハイマーの病気についてもたくさん書いてありますので、また
一読して頂ければ、と思います。

次年度会員組織常任委員会：藤井委員長
またぼちぼち仕事が回ってきます。次年度の会員組織常任委員長を仰せつかっておりますので、
とりあえずまず委員会を先にさせて頂きたいということで、三委員会合同で、この例会終了後
にさせて頂きます。お名前を読み上げさせていただきます。
会員選考委員会で佐川委員長、北神さん、中井さん、高木さん、藤川さん。会員増強委員会で
平方委員長、山口さん、小西さん、福本さん、市田さん、野末さん。職業分類委員会で楠下委
員長、石野さん、箸尾さん、増井さん、小林さん。それとオブザーバーで宮西さんと堀内さん。
先週、ちょっと場所は移動しますので、ご連絡させて頂きます。きちっとさせて頂きますので、
どうぞご出席お願いいたします。

幹 事 報 告

26日の家族親睦例会に振替ということで、次週21日(火)は休会でございます。次は26日信貴
山十三屋ということになりますので、よろしくお願いいたします。
本日各委員長さんの状差しに年間報告書を今月末までに提出頂きたいということで用紙を入
れさせて頂きました。もしパソコンのフォームが必要であれば事務局の古川さんにお申し付け
頂ければ送って頂きます。

規定審議会報告会について

参加者：植倉さん、宮西さん、髙野
要旨、注意点
個別の変更点は配布した用紙(2016年規定審議会クラブ関係の主な決定事項)をご参照。
規定審議会の結果に関しては、全て英語にてやってくる。そのニュアンスを正確に迅速に各
クラブに伝えるのが非常に困難な作業であると感じた。特に英語の助動詞（must,should,can,
may･･･）などを正しく伝えてもらわないと本来RIが意図しているものと意味合いが変わってく
る。例えば、配付資料16-01は「に開示しなければならない」となっているが、 新のそして
おそらく正しい解釈は「が入手できるようにすべきである」である。また、当初の地区からの
資料では「入会金は取ってはいけない」と解釈せざるを得なかったが、その後、クラブの裁量
により任意と変更されている。
刀根ガバナーエレクトも仰っていたことだが、今回の改正は、「各クラブの裁量権を大幅に
広げた」という意味合いが強いと感じる。
ロータリークラブ定款に関しては、7月1日から全クラブが遵守する必要がある。細則に関し
ては、時間をかけてじっくりと各クラブの実情に合うように考えていけばよい。当クラブに関
しては、7月1日までに対応しなければならない事項はない。しかし、他クラブでは16-35の出
席免除規定の変更など、対応を迫られる変更がある。
次年度に入ってから、 終的なロータリークラブ定款が各クラブに配布されてくる。当クラ
ブとしては、それを受けた後に、定款、細則、事務取扱内規を改正する必要がある。
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＜退会会員挨拶＞

小池恭弘 君
退会の挨拶をさせて頂きます。
髙野幹事、本当にありがとうございました。いろいろとご迷惑をおかけしました。
私、36年間在籍し、感謝申し上げます。本当にありがとうございました。6月末をもって一身
上の都合により、退会させて頂きます。今後、ますます奈良大宮ロータリークラブが繁栄する
よう願っておりますので、よろしくお願いいたします。簡単ですが、退会の挨拶といたします。
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ロータリー財団認証表彰

★Multiple8（＄9,000以上）★
多田 廣 君

★Multiple４（＄5,000以上）★
小池 恭弘 君

★ Multiple１（＄2,000以上）★
野﨑 隆男 君

★Ｂｅｎｅｆａｃｔｏｒ★
中村 信清 君
多田 実 君
髙野 治 君

★ロータリーカード暮らスマイル（RotaryCardClassMilePoint）
北河原公敬会員 ＄45.45

米山記念奨学会功労者表彰

★１００万円以上達成（第１０回米山功労者メジャードナー）★
中井 一男 君

★６０万円以上達成（第６回米山功労者マルチプル）★
植倉 一正 君
北神 徳明 君



年 間 報 告 の 発 表

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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米山記念奨学会功労クラブ表彰

★第５７回米山クラブ★
奈良大宮ロータリークラブ

会員選考委員会
石野委員

会員増強委員会
中奥委員長

職業分類委員会
矢追委員長

ロータリー情報委員会
麹谷委員長

クラブ研修リーダー
多田 廣 委員長

奉仕プロジェクト常任委員会
増井委員長
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職業奉仕委員会
平方委員長

社会奉仕委員会
堀内委員長

青少年奉仕委員会
増井委員長

国際奉仕委員会
楠下委員長

ロータリー財団委員会
佐川委員長

クラブ広報常任委員会
福本委員長

雑誌広報委員会
森山委員長

会報ＩＴ委員会
市田委員長

クラブ管理運営常任委員会
多田 実 委員長

ニコニコ委員会
野﨑委員長

親睦活動委員会
門脇委員長

姉妹友好担当委員会
谷川委員長
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次回の例会 ２０１６年６月２８日（火） 友愛例会

●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

ニコニコ箱 本日計 30,000円 累計 2,660,000円

中村信清 君 各委員長さん、年間の活動報告ありがとうございます。無事に本年もおえそ
うで、みなさん、各委員長、委員に感謝いたします。

髙野 治 君 委員長の皆様、一年間有難うございました。年間の報告、宜しくお願いしま
す。

平方貴之 君 6月11日(土)の職業奉仕研修会、ご参加いただきました皆様有難うございまし
た。

武中洋勝 君 先日の親睦ゴルフジュニアの部で優勝させて頂きました。まさかのスコアで
ビックリです。有難うございました。

鈴木 譲 君 先日ゴルフデビューしました。同組の冨川さん、武藤さん、西口さん、大変
お世話になり、ありがとうございました。

弓場裕史 君 先日は結婚記念日にお花を頂き、誠にありがとうございました。家内も大変
喜んでおりました 感謝

中奥雅巳 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
野末勝宏 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

6 月 ■桜井ロータリークラブ■
６月２９日(水)夜間移動例会の為、時間場所変更。
時間：17：00～
場所：奈良プラザホテル

※ビジター受付：行いません。

7 月 ■京都山城ロータリークラブ■
７月２０日(水)ガバナー公式訪問の為、京都城陽ＲＣ

との合同例会。
日時：７月２２日(金)
場所：城陽市産業会館

※ビジター受付：7月20日(水)12：00-12：30までけいはんな
ホール1Fにて行います。

プログラム委員会
弓場委員長

出席委員会
辻本委員長

ソング委員会
水野委員長


