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2017-18年度当クラブテーマ

・・・『夢を持って』・・・

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6回 8月8日
通算1842回

◎会員総数 ６６名
◎出席義務者 ４２名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２４名
◎本日出席 ４６名
◎本日欠席 ９名
◎本日出席率８３．６４％

第4回 7月25日
通算1840回の修正

◎欠席者 ４名
◎免除者の欠席者 ６名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 １００％
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次回の例会

2017年8月29日（火）

卓話 奈良市保健所

医療政策課医療政策係

管理栄養士 谷田順子 様

演題「奈良市の食育に

ついて」

会 長 時 間 ◇藤井会長
それでは、改めてこんにちは。

それでは会長の時間とさせて頂きま
す。今日は、朝から奉仕活動をして

おり何も考えていませんので、その

ご報告をさせて頂きます。

当年度の第一回目の奉仕活動の奈
良市学校給食の親子料理教室をはぐ

くみセンターで開催させて頂きまし

た。詳細につきましては、職業奉仕
委員長倉田さんの方からお話を頂き

ますが、私の感想としましては、お

母さんとお子さんが来られるのです

が、来る時はお母さんにべったり、
出る時はもうしっかりと自分でお母さんをリードしている、というよ

うな雰囲気のしっかりした感じがしました。今年の私のお願いである、

子供たち青少年への奉仕活動の一環としてはこれも良かったのか、と

思っております。それと、先々週に地区の増強委員長会議がございま
して出席して参りました。本日増強委員会の皆さんのご協力を頂きま

して、クラブ討論会をさせて頂きます。どうぞ全員で取りかかって頂

きます様に、お願いいたします。有難うございました。

例会プログラム

第7回8月22日
通算1843回

１．開会点鐘
２．ソング
３．お客様紹介
４．ビジター紹介
５．米山奨学生紹介
６．会長挨拶
７．東京恵比寿会長挨拶
８．賀寿の御祝い
９．委員会報告
10. 幹事報告
11. 結婚、誕生日御祝い
12. 卓話講師：矢部次郎様
13. 閉会点鐘

本 日 の お 客 様

・奥村 隆司 様（生駒ＲＣ）

・鴻池 良一 様（生駒ＲＣ）
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委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞例会状況報告

◇ニコニコ委員会＞ニコニコ報告

◇米山奨学委員会＞水野委員長 ・ロータリー米山記念奨学会50年のあゆみの件

・財団設立50周年記念式典の件
◇国際奉仕委員会＞高木委員長 ・ラオスポリオミッション報告書の件

◇ロータリー情報委員会＞植倉委員長 ・クラブ定款・細則の改訂状況に関するアンケート

集計結果報告の件
◇職業奉仕委員会＞倉田委員長 ・親子料理教室の報告の件

◇青少年奉仕委員会＞弓場委員長 ・お弁当の日の件

◇増 井 副 会 長＞・第1回情報集会の資料説明の件

◇出 席 委 員 会＞山口委員長 ・IMの出欠報告の締切の件

米山奨学委員会

水野委員長

Intercity Meeting ＰＲ ◇生駒ＲＣ会長 奥村 隆司 様
生駒ＲＣ会長の奥村です。本日は北河原ＰＧをＧＬとする9月

30日にホテル日航奈良で行うＩＭのＰＲに寄せて頂きました。

もう皆さんの方にこういうパンフレットが回ったかと思います
けど、今回の基調講演の目玉は貴クラブからいろいろご紹介と

ご推薦を頂いて、東京恵比寿ＲＣの司陽子さんが基調講演をし

て頂くことになりました。生駒ＲＣは現在会員数21名なんです

けど、クラブ会員一丸となって、ＩＭの成功に全力を挙げてお
ります。

今日はそんなことで、北河原さんに打ち合わせもいろいろさ

せて頂き、ご指導の下、立派に奈良県のＩＭを成功させたいと

思いますので、皆さん参加の方、いろいろ企画して、フォーラ
ムなんかでも、各クラブの会長からいろいろスローガンについ

ての話をして頂く、とか非常にきめ細かく来て頂いて、今年の

ＩＭは良かったな、と言われるようなＩＭを目指しておりますので、是非参加して、また評価
して頂きたいと思います。ひとつ、よろしくお願いいたします。

国際奉仕委員会

高木委員長

ロータリー情報委員会

植倉委員長
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幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次週例会の予定
8月15日は休会 22日

・東京恵比寿RC来訪の件

8月22日

・橿原RC例会休会・変更の件
・県下ゴルフの奈良大宮RC

出欠の件

クラブ討論会（会員増強委員会担当）

会員増強について

職業奉仕委員会

倉田委員長

増井副会長

青少年奉仕委員会

弓場委員長

出席委員会

山口委員長

会員増強委員会

石野委員長
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ニコニコ箱 本日計 40,000円 累計 391,181円

奥村隆司 様（生駒RC 会長）9月30日(土)13：00よりホテル日航奈良2650地区第4組ＩＭ
ご出席よろしくお願い申し上げます。

鴻池良一 様（生駒RC 副会長）生駒RCの鴻池でございます。本日は「今年度の第2650地区
第4組のインターシティミーティングのホストクラブを生駒
RCがさせていただきます。」が、そのご案内とご出席のお願
いに参りました。どうぞよろしくお願いいたします。

藤井正勝 君 本日職業奉仕委員会担当で親子料理教室が行われました。倉田委員長始め多く
のメンバーの参加をいただきありがとうございました。また、本日の会員増強
にもご協力をお願いします。

増井義久 君 今日は、奈良市給食親子教室、朝早くからありがとうございました。
倉田智史 君 本日は、お忙しい中、職業奉仕委員会担当の親子料理教室にご出席頂きまして

ありがとうございました。
有井邦夫 君 会員増強について活発な御意見をお願い致します。
石野捨雄 君 本日のクラブ討論会に御協力よろしくお願いします。
ニコニコ協力 宮西正伸 君 辻本和久 君 中嶌 大 君 野末勝宏 君

◆例会変更のお知らせ◆

9 月 ■奈良西ロータリークラブ■
・９月１４日(木)・・・第1回家族親睦移動例会の為、変更。桜井方面
※ビジター受付：同日17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテル1Fフロント横

にて行います。

・９月２１日(木)・・・定款細則第8条第1節(C)による休会。
※ビジター受付：行いません。

●会報・IT委員会/河野里志 鈴木譲 植村将史 清岡義教 webmaster/河野里志

「奈良市学校給食 親子料理教室」

実施日時 平成２９年８月８日（火）午前の部 9:15～12:00 午後の部 12:45～15:30
実施場所 はぐくみセンター8階調理室
参 加 者 107名（参加者94名、栄養士等13名）
実施内容 小学生とお母さんが多数参加し、給食調理を通じて食育の重要性を学び、食文化と
日本食の理解を深めました。献立の品数も多く、奈良茶飯、さばのみそ煮、大和まなの炒め煮、
にゅうめん、手作りふりかけといった５品を調理しました。栄養士の方々からは食事の重要性
や献立の内容に沿った奈良の食文化、日本食の重要性などを参加者に説明しながら、調理指導
をしました。会員はお手伝いや受付をしたり、参加者が作られた献立をおいしく試食させて頂
き、調理中の身近な場面を拝見して、栄養士の仕事を再認識し、食育の重要性を学びました。


