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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

例会プログラム

本日の お客様
・林

猛雄

第10回9月10日
通算1846回

様（宇治鳳凰ＲＣ）

家族親睦例会

会 長 報 告 ◇藤井会長
9月の理事会報告をいたします。いろいろな話がありまし
たが、あとで書面にて状差しに入れさせて頂きますので、大
事な所だけご報告させて頂きます。
先ず一番大事な、前期会費納入の件ですが、全員納入をし
て頂きました。これで会の運営は恙なく進みますので、誠に
有難うございました。次に、ロータリーフェローズ2650の主
催で第1回フォーラムが開催されます。これは後で青少年奉
仕委員会より報告をさせて頂きます。それと共に、9月3日
「お弁当の日」という青少年主催の奉仕活動をさせて頂きま
した。詳細につきましては、後ほどご報告させて頂きますが、
大変盛況に終りましたし、ロータリーの皆さん、ご参加、ご
出席を頂き誠にありがとうございました。次に、この9月から第2回情報集会に向け
て班割をまた変えるということで、詳細につきましては副会長の方からご報告させ
て頂きます。またこの9月中旬に、恒例の秋の交通安全週間がございます。これも
社会奉仕委員会の方から、是非ともご出席頂きたいというご報告をさせて頂きます。
それと最後に寂しい話ではありますが、メンバーのお方が退会の依頼が出ておりま
して、理事会で承認されました。山本直明様でございます。詳細につきましては、
この8月に私と幹事に報告頂きまして、慰留には努めましたが、奥様のご体調が思
わしくなく、介護のため一緒に行動をしなければいけないという現状になっておら
れます。そのために、これは山本さんの言葉を借りますと、「今まで不義理してき
たから今から返していく」ということです。また、あの方の性格なので一度言い出
したら絶対聞かれませんので、慰留に努めたのですが、最後私と幹事が折れて了承
させていただき、今回の理事会に報告をさせて頂きました。山本さんには「この報
告をしたら会員の方から電話が入るけどそれは辛抱してね」と言ったら「私は元気
なので電話してもらっても構いません」と仰いましたので、どうぞ皆さん、電話を
してあげて下さい。以上で理事会の報告を終わらせて頂きます。それと、これは昨
日の件でございますが、我々のメンバーの北河原ＰＧが、ご存じのように、印度山
日本寺 竺主になられまして祝賀会がございました。そこに私どものメンバー十数
名と共に参加させて頂きました。それと、東京恵比寿のメンバーが14名ご参加頂き
まして、いまたぶんそこにチョコレートが回っているかと思いますが、それがお土
産です。非常に盛大な式でございまして、今日の新聞でも270名余りがご参加され
たとありました。以上で報告を終わります。
（追加）
次年度から、来年創立40周年になりますので、記念事業準備特別委員会の設立を
したい、ということでご依頼がございました。今理事会で承認をさせて頂きました。
メンバー等はこれからお決めになって、また次回でご報告して頂きたいと思ってお
ります。どうぞよろしくお願いいたします。
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１．開会点鐘
２．ソング
３．会長挨拶
４．委員会報告
５．幹事報告
６．閉会点鐘

例会状況報告
第9回 9月5日
通算1845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
５３名
◎本日欠席
３名
◎本日出席率９４．６４％
第7回 8月22日
通算1843回の修正
◎欠席者
９名
◎免除者の欠席者 １３名
◎欠席者の補填者
９名
◎免除者の補填者
２名
◎出席率
１００％

次回の例会
2017年9月19日（火）
卓話 奈良女子大学
名誉教授（理学博士）
岩渕修一 氏
演題「量子もつれの
不思議な世界」

委員会報告
◇出 席 委 員 会＞山口委員長
◇ニ コ ニ コ 委 員 会＞中嶌委員長
◇雑 誌 ・ 広 報 委 員 会＞南谷委員長
◇親 睦 活 動 委 員 会＞市田委員長
◇青 少 年 奉 仕 委 員 会＞弓場委員長
◇社 会 奉 仕 委 員 会＞大塩委員長
◇第2回情報集会向けて＞増井副会長

・例会状況報告
・ニコニコ報告
・「ロータリーの友」の読み所
・第1回家族親睦例会の件
・「お弁当の日」の事業報告
・平成29年秋の交通安全運動市民決起大会参加の件
・9月からの例会配席は、次に情報集会の班分けになってます

雑誌・広報委員会

親睦活動委員会

南谷委員長

市田委員長

幹事報告

◇堀内幹事
・次回例会の予定
9月12日は例会日振替で休み
・9月10日（日）は、10：00に
近鉄西大寺駅南口に集合

社会奉仕委員会

青少年奉仕委員会
弓場委員長

増井副会長

大塩委員長

◆例会変更のお知らせ◆
9月

■大和郡山ロータリークラブ■
・９月２５日(月)夜間例会の為、時間・場所の変更。
18：30-19：30 グランドサンピア奈良にて
※ビジター受付：行いません。
■橿原ロータリークラブ■
・９月２９日(金)夜間例会の為、
時間・場所の変更。→18：00～
※ビジター受付：9月29日(金)12：00-12：30まで、
橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。

新入会員卓話

10 月 ■平城京ロータリークラブ■
・１０月５日(木)クラブ協議会の為、変更。
※ビジター受付：致しません。
・１０月２６日(木)奈良西RC・平城京RC
合同ガバナー公式訪問の為、変更。
※ビジター受付：致しません。
辻本和久会員

ニコニコ箱

塩澤克利会員

本日計 74,000円 累計

556,181円

林 猛雄
藤井正勝

様（宇治鳳凰RC）お世話に成ります。
君 弓場青少年奉仕委員長はじめメンバーの皆様、9月3日の奉仕活動には大変ご苦労をかけ誠にありが
とうございました。多くの方が参加頂き感謝申し上げます。本日の会員卓話宜しくお願いします。
感謝！！
堀内眞治 君 辻本和久様、塩澤克利様 卓話よろしくお願いします。
植村将史 君 辻本様、塩澤様 卓話よろしくお願いします。
弓場裕史 君 9月3日(日)「べんとうの日」無事に開催する事ができました。メンバーの皆様、ご協力ありがとう
ございました。
増井義久 君 奉仕プロジェクト事業弁当の日、成功おめでとうございます。奉仕プロジェクト委員会の皆様おつ
かれさまでした。
高木伸夫 君 先日は城陽親睦ゴルフ会に多数の皆様にご参加頂き誠に有難うございました。お蔭様で楽しく親睦
の機会を作ることができました。
矢追家麻呂君 高木先生 先日はお世話になりありがとうございました。またよろしくお願いします。
武藤廣茂 君 高木様、先日はお世話になりありがとうございました。お蔭様で、優勝する事も出来、よろこんで
おります。
潮田悦男 君 本日が誕生日で、70才となり、前期高齢者の仲間入りです。還暦からの10年間はあっという間でし
た。まだまだ仕事も車の運転もするつもりです。よろしくお願いします。
谷川千代則君 出席表彰の品いただきありがとうございます。
有井邦夫 君 中嶌会員のニコニコ顔に！
楠原忠夫 君 8/31(木)～9/2(土) 日本百名山 安達太良山、会津駒ケ岳、磐梯山登頂してきました。麹谷さん、
南谷さん、お世話になりました。
ニコニコ協力 宮西正伸 君 北神徳明 君 森山斗福 君 南谷正仁 君 野末勝宏 君 鈴木 譲 君
辻本和弘 君 塩澤克利 君 奥田哲也 君 武中洋勝 君 中嶌 大 君
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●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

