
1

発行日 2019年7月10日

2019-2020/1

Vol.41
No.1929

地区スローガン

伝統と革新

世界はひとつ

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ
Club Weekly Bulletin

クラブテーマ

「地域に必要とされる

クラブになろう！」

2019-20年度 RIテーマ

RI会長

マーク・ダニエル・マロニー

RI第2650地区ガバナー

佐竹 力總

今後のプログラム

7月16日 友愛例会

結婚記念日・誕生日お祝い

7月23日 会員卓話

城田真平会員 森山憲克会員

8月 6日 卓話

奈良市健康医療部長 佐藤敏行様

8月20日 クラブ討論会

結婚記念日・誕生日お祝い

例会状況報告

7月 2日 第1928回例会

出席者 52名

出席率 89.65％

6月16日 第1926回例会（修正）

出席率 80.00％

7.10 本日のプログラム

合同ガバナー公式訪問

2019-20年度 第2650地区ガバナーのプロフィール

氏 名 佐竹 力總（さたけ りきふさ）

（京都ロータリークラブ）

生年月日 1946年（昭和21年）12月22日生

最終学歴 1970年3月 立命館大学 法学部 卒業

職 業 株式会社 美濃吉 代表取締役社長

（10代目当主）

職業分類 日本料理

【ロータリー歴】

1987年4月1日 京都ロータリークラブ入会

1993－94年度 理事 無任所

2000－01年度 理事 青少年委員長

(現 青少年奉仕委員長)

2001－02年度 幹事

2003－04年度 理事 クラブ奉仕委員長

2004－05年度 理事 無任所

2005－06年度 理事 無任所

2009－10年度 RI第2650地区 地区幹事長

2014－15年度 会長

2017－18年度 地区ガバナーノミニー

2018－19年度 地区ガバナーエレクト

【その他】

ロータリー米山記念奨学会 米山功労者

第11回マルチプル、

ロータリー財団メジャードナー

受 賞 2013年 春 藍綬褒章 受賞

主な著書

「三百年企業 美濃吉と京都商法の教え」

「川魚料理300年-京料理控え-MINOKICHI」

会長：増井 義久 副会長：宮西正伸 幹事：倉田 智史

例会日：毎週火曜日 17：30～18：30 例会場：奈良ホテル
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就任あいさつ

増井会長

スローガン｢地域に必要とされるクラブになろう！｣

重点目標

1.会員増強

2.当クラブでしかできない 親睦活動、社会奉仕活動、

国際奉仕活動の実践

3.青少年奉仕・職業奉仕活動の充実

いままでやってきたつながりを大切にして1年間頑張りたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

倉田幹事

みなさまが気持ちよくお越しいただいて、笑顔が垣間見える例会

を運営できるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。

詳しくは動画をご覧下さい。

会長報告

○日程変更

家族親睦例会（東大寺 花見）

3/29→ 3月28日（土）

○会長・副会長 職務代行順位

佐川、髙野、平方、門脇、鈴木の順

○会計監査担当

藤井直前会長

○名誉会員

竹川晴雄 有井邦夫

○奈良RCとの合同例会日程

10月10日（木）12:30～13:30

奈良ホテル

○メイキャップ

奉仕事業、地区研修、情報集会、

インターアクトクラブ例会が対象になります。

○事務局 勤務時間

月・水・木 10:00～16:00

火 11:00～例会終了

○県下ゴルフ大会日程

10月8日（火）

○親睦ゴルフ日程

9/12、11/14、4/9、6/11

ゴルフ担当 大塩委員

○米山50周年記念式典の日程

9/14 受付で案内を掲示しています



3

地区委員の委嘱状をお渡ししました

ガバナー補佐訪問 クラブ協議会

地区ロータリー財団委員会

広報委員会

米山奨学委員会

インターアクト委員会

ロータリー希望の風奨学金

特別委員会

地区ガバナー指名委員会

地区災害対策基金

特別委員会

副委員長 宮西正伸

委員 髙野治

委員 冨川悟

委員 武中洋勝

委員 北河原公敬

委員 北河原公敬

委員 北河原公敬

RLI ディスカッションリーダー 楠原忠夫

例会からクラブ協

議会までご出席い

ただきました。

中窪啓司 ガバナー補佐

各委員長より

本年度の活動

方針及び計画

の発表があり

ました。

詳しくは動画をご覧下さい。

中窪啓司 様

今日のガバナー公式訪問の事前協議会、お世話にな

ります。

増井義久 君

「地域に必要とされるクラブになろう！」を活動テー

マに1年間頑張りますので宜敷お願い申し上げます。

倉田智史 君

増井会長のもと、会員の皆様が気持ち良く過ごして

頂けますよう、頑張っていきたいと思っております。

至らぬ点が多々あると思いますが一年間どうぞ宜し

くお願い致します。中窪ガバナー補佐、本日はご指

導宜しくお願い致します。

武藤廣茂 君

増井会長、倉田幹事、大変かと思いますが一年間よ

ろしくお願いします。大いに期待しています。

谷川千代則 君

増井会長、倉田幹事、2019年度委員長の皆様、本年も

いろいろお世話になります。

飯田二昭 君

新年度のスタートを祝って、楽しみにしています。

石野捨雄 君

本年度もよろしくお願いします。

井上正行 君

今年一年よろしくお願いいたします。

潮田悦男 君

増井、倉田年度 ボンボヤージュ。順調な航海お祈り

します。

清岡義教 君

RC新年度を祝して。今年一年会員増強委員長として頑

張ります。
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連絡事項

事務局 〒630-8115奈良市大宮町6丁目3-7 中室ﾋﾞﾙ3F
TEL：0742-33-8583 FAX：0742-33-8600
HP：http://naraomiya-rc.jp/
会報・雑誌委員長：辻本和久 副委員長：吉田英正
委員：森山斗福 塩澤克利 城田真平 岡﨑真人

○前期会費納入のお願い

7月中にお支払いください。

○地区大会記念誌

状差しに入れておりますのでお持ち帰りください。

7月2日合計 126,000円 累計 126,000円

本日もご協力いただきありがとうございました。

河野里志 君

KOMAカントリークラブ理事長杯で優勝する事が出

来ました。ニコニコ

佐川肇 君

本年度もよろしくお願いいたします。

髙野治 君

増井会長、倉田幹事 1年間頑張って下さい。

武中洋勝 君

今年度、新たに1年間よろしくお願いいたします。

多田実 君

増井丸の船出を祝して

中條章夫 君

本年度のニコニコ目標は昨年度より一円でも多く

のニコニコを達成出来るよう、みなさまのご協力

よろしくお願いいたします。ニコニコ

冨川悟 君

増井会長、倉田幹事 新年度の出発を祝してガン

バって下さい。

中井一男 君

新年度おめでとう御座います。

中奥雅巳 君

本年度もよろしくお願い致します。

西村甲児 君

本年度もニコニコへのご協力をよろしくお願いい

たします。

西本隆一 君

本年度もよろしくおねがいします。

野﨑隆男 君

増井会長、倉田幹事他 理事、役員の皆様 本年

度も1年間よろしくお願い致します。

野末勝宏 君

増井会長、倉田幹事、一年間頑張って下さい。

福本良平 君

本年度もよろしくお願い致します。

藤井正勝 君

増井会長、倉田幹事 当年度ご苦労様です。宜し

くお願いします。

藤川保雄 君

本年度もよろしくお願いします。

堀内眞治 君

新年度、1年間よろしくお願いします。

水野憲治 君

一年間どうぞ宜しくお願い致します。

宮西正伸 君

また新しい年度が始まりました。会員の皆様本年

度も何卒よろしくお願い致します。

山口尚紀 君

みなさま、1年間よろしくお願い致します。親睦

委員会にもあたたかいご協力お願い致します。

ニコニコ協力

岡﨑真人 君 川端 昇 君 小西敏文 君

鈴木 譲 君 平方貴之 君 南谷正仁 君

宮坂勝紀 君 弓場裕史 君

○ポリオの募金御礼

地区からポリオの募金の御礼が来ておりますので掲

示板に貼りだしております。


