
会 長 報 告
本日、第３回目の定例理事会が行なわれました。報告致します。
○報告事項
①ガバナー公式訪問について、先週27日、坂本克也ガバナー公式訪
問に於いては皆様方のご協力により、スムーズに進行で来た事を本
当にお礼申し上げます。坂本ガバナーからも礼状が届いております。
②奈良少年刑務所篤志面接委員協議会後援会への寄付について、例
年通り1万円の寄付をさせて頂きました。
③入会者の委員会配属については後程幹事より報告頂きます。
④３５周年実行委員会の議事について。これについて本日も例会終
了後実行委員会が開催されますが、理事会メンバーにも議案を統一
するために大まかな所を報告させて頂きました。
⑤田中作次さんのサインをもって、当クラブに会員増強・拡大賞の
表彰状を頂いております。内容は「貴クラブは2012-2013年度第265
0地区において最も高い会員維持率を記録され、会員基盤の発展に
大きく寄与されました。よってその功績に感謝し国際ロータリーに
代わってここに表彰します」というものです。
⑥ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅠ修了証が2
名（多田実さん、福本良平さん）の方に届いております。後程、表
彰したいと思います。
○審議事項
（１）出席表彰については、出席委員長より案が出されました。非
常にたくさんの方で、ＨＣ100％出席者が5名、出席率優秀者が15名、
永年皆出席表彰の方10年が2名、25年が1名、この方々に対しての記
念品案が出され、承認致しました。また後日表彰させて頂きたいと
思います。
（２）職業奉仕委員会から、10月のクラブ討論会について報告があ
りました。また10月には職業奉仕委員会のクラブ討論会をして頂く
ことになります。
（３）藤野会員より休会の申し出があり、理事会で承認致しました。
以上です。
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2013-14年度当クラブテーマ

『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

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9回 9月3日
通算1661回

◎会員数 ７５名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 １１名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８３．５８％

第7回 8月20日
通算1659回の修正

◎会員数 ７０名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４６名
◎欠席者 ７名
◎補填者 ４名
◎出席者 ６１名
◎出席率 ９５．３１％

例会プログラム

第10回 9月10日

通算1662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．家族親睦例会

(親睦活動委員会担当)

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



委 員 会 報 告
親睦活動委員会：谷川委員長
何点かご連絡致します。
●来週家族親睦例会ですが、本日最終の出欠確認を回しますので、もし変更等ございましたら
ご記入頂きます様お願い致します。
●奈良県下ロータリークラブの親睦ゴルフ大会のご案内が大和郡山ロータリークラブより届い
ております。日時が11月18日（月）、場所はオークモントG.C.になっております。これも併せ
て回覧致しますので、多数ご参加頂きます様お願い致します。
●本日例会終了後に親睦活動委員会をロビーにて行いますので、委員のメンバーの方、ご出席
お願い致します。

米山カウンセラー：高辻会員
前々回の例会でご案内致しましたが、米山奨学生ナイラさんとの交流会について回覧で回して
おりますので、奮ってご出席下さい。

35周年実行委員会：小池委員長
本日例会終了後、35周年委員会を開催致しますので、委員の方はお残り下さい。

雑誌・広報委員会：北神委員長
●先週の「ロータリーの友」の回収には多数の方にご協力頂き、南都銀行の15支店に置き本と
して置かせて頂けました。本当に有難うございました。また9月号も24日が最終になっており
ますので、ご協力の程、お願い致します。坂本ガバナーも、表紙がボロボロになって戻ってく
れば良いのにな、と申しておられました。そうなることを願っております。
●さて、「ロータリーの友」の読みどころですが、8月号縦書き12ページに卓話の泉「歌壇」
のコーナーに土谷会員の奥様・土谷榮子さまの歌が載っておりますので、ご紹介させて頂きま
す。
「仲麻呂の望郷桜が咲きしとふ 訪ねゆきたし安倍文殊院」
評としまして、「・・・・訪ねゆきたし安倍文殊院」とリズムよく思いを簡潔に表現して、輪
郭のすっきりしためりはりのある歌にしあげている。きちっと作歌を勉強してきた作者なのだ
ろう。
ということでございます。
この望郷桜は桜井の安倍文殊院にございますから、皆さんも一度見に行ってみてください。

幹 事 報 告
●今回ご入会された5名の方の委員会配属をお知らせします。
① 鈴木 譲 さん ＜ 職業奉仕委員会 ・ 親睦活動委員会 ＞
② 梅谷 裕規 さん ＜ 社会奉仕委員会 ・ 親睦活動委員会 ＞
③ 小林 一士 さん ＜ 青少年奉仕委員会 ・ ニコニコ委員会 ＞
④ 鈴木 浩之 さん ＜ 国際奉仕委員会 ・ 親睦活動委員会 ＞
⑤ 徳矢 和士郎さん ＜ 社会奉仕委員会 ・ 出席委員会 ＞
とさせて頂きました。
●本日欠席されている冨川副会長より、先週皆様の状差しに入れさせて頂いております情報集
会について、その主旨を伝えて欲しいと書面を頂きましたので、お知らせします。
●今回より楽しい例会、魅力ある例会にするために意見交換をするため、開催致しました、と
いうことです。ロータリークラブの活動の原点は例会出席にあります。会員みんなが出席する
その例会を、より楽しめるものにすることが大切だと思います。日頃例会について感じている
事、思っている事、考えている事について意見を出し合い、その質を高める努力も必要だと思
います。クラブ創立35周年に当たり、一歩進んだクラブ活動を目指していく、会員の皆様のご
意見をお願いします。ということですので、どうか皆さん、出席方、よろしくお願い致します。
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新 入 会 員 入 会 式

【鈴木 譲 君】
紹介者・山本尚永会員より紹介
鈴木譲さんのご紹介をさせて頂きます。
職業分類は養鶏業で、会社名は竹内孵卵場さんです。会社の主要業務は養鶏です。
会社のご住所は奈良市矢田原町1113-1、ご自宅はお近くの矢田原町1126です。年齢46歳、196
7年12月1日生まれです。学歴は平成3年大阪工業大学卒業、平成3年日立エンジニアリング入
社、平成11年退社され、竹内孵卵場に入社され、平成18年同社代表取締役に就任されており
ます。ご趣味としてはコンピューター、ラジコン、ポーカーということでございます。現在
は奥様と高校生のお子様と中学生のお子様の4人でお住まいです。
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私と鈴木さんは昨年末より中小企業家同友会という会で経営指針セミナーという所でご一緒
させて頂いたご縁でございます。大和肉鶏の卵を孵化させる唯一の養鶏場として事業を営ん
でおられます。その後色々市長選挙などでもお顔を拝見いたしまして、入会をお誘いしたと
いうことです。

入会者・鈴木譲会員より挨拶
竹内孵卵場の鈴木と申します。皆様どうぞよろしくお願い致します。

委嘱状
・鈴木譲君 顧問・山本尚永会員

【梅谷裕規 君】
紹介者・麹谷会員より紹介
梅谷裕規さんのご紹介をさせて頂きます。
私と梅谷さんは爪田家れいん（梅谷さんの当時の芸名）と私がファンという間柄で付合いが
始まり、そして梅谷さんが旅行事業部長になられた時には私が契約業者側の一員としてお付
合い頂いておりました。
梅谷さんは奈良交通の常務を務められた後に、県下最大手の奈交整備自動車㈱の社長に就か
れました。リーダーシップとして高い評価を受けられた証だと思います。
梅谷さんは関西大学に於いて落語研究に熱中され、学内に作られている落語大学の第十二代
目の学長を務められました。因みに桂文枝が第二代目の学長を務められたという由緒ある学
長らしいです。
奈良交通に入社された後も落語の愉しみを続けられ、元興寺の辻本ご住職などとも一緒にな
らまち寄席等で愉しまれておられました。そして、平成10年には社内の同好の志を集められ、
奈良交通お笑い演芸同好会を結成され、県下の老人クラブなどの色々な施設に出前寄席を500
回以上行かれたらしいです。また、交通安全運動や交通遺児のチャリティ会場などにも参加
されたことにより、知事表彰も受けられました。永きに亘る社会貢献活動を実践しておられ
る梅谷さんはロータリアンに最も相応しい方と思い、推薦させて頂きました。皆さんどうぞ
ご指導を宜しくお願いします。

入会者・梅谷裕規会員より挨拶
奈交自動車整備の梅谷でございます。只今、麹谷さんから身に余るご紹介に預かりまして大
変恐縮を致しております。
昨年から、奈良交通グループの会社でございます奈交自動車整備に勤務をさせて頂いており
ます。前任の社長の今﨑、そして遡りますと清水孝一郎が皆さんに大変お世話になったとお
聞きしております。
私の趣味は先ほどもご紹介がありましたように、落語をはじめ、お笑い全般が趣味でござい
まして、笑顔を見るのが大好きです。明るい笑顔には奇跡のパワーがあると信じております。
昭和30年2月23日生まれ でございまして、お聞きしますとこの2月23日というのはロータリー
の創立記念日ということであるようでございます。58歳の若輩でございます。皆様のご指導・
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げまして入会の挨拶をさせて頂きます。

委嘱状
・梅谷裕規君 顧問・麹谷瀞会員

【小林一士 君】
紹介者・有井会員より紹介
出戻りの小林さんをご紹介させて頂きたいと思います。
実は、以前から「もう一度カムバックせえや」というようなことを何度も申し上げておった
んですが、今回小西会長、中條さんの強い要望で戻って頂きました。
19代目の会長を私が務めさせて頂きました時に幹事をして頂きまして、25年間当クラブに所
属しておりました。殆どの方は彼を紹介しなくてもおわかりかと思いますので、今後とも宜
しくお願い致します。苛めたって欲しいな、と思います。5年間のブランクがありますが、そ
の分一所懸命苛めたって欲しいな、とこのように思います。

入会者・小林一士会員より挨拶
出戻りの小林でございます。5年間のブランクがございますが、5年間と言えば10年間位の感
じがしておりますが、再び戻ることができましたので、これからも一つ、宜しくお願い致し
ます。



ク ラ ブ 討 論 会 （１）

テーマ：インターアクト

青少年奉仕委員会 山本尚永委員長
今日は青少年奉仕担当の討論会ということで、会長方針によりテー
マは「インターアクト」でございます。お手元に資料を配らせて
いただいております。皆様方のなかにはよくご存じの方もいらっ
しゃると思いますが、インターアクトについてご存知でない方も
たくさんいらっしゃるのではないかという事で、まずは入門編と
して、その目標、具体的な活動についてお話いたします。今年、
インターアクト委員として出向していただいている増井さんの方でインターアクトの資料を集
めて貰いましたので、説明していただきます。その後、質疑応答、また、内容を理解していた
だいたうえで、ご意見をアンケート用紙の方に記入いただいてご提出ください。各テーブルの
方に青少年奉仕委員が配置されていますが、居ないテーブルもありますので、近くの委員が集
めていただくということでお願いしたいと思います。それでは増井さん、よろしくお願いしま
す。

青少年奉仕委員会 増井副委員長
それでは、インターアクトについて調べてきた資料をもとに、ご説明させていただきます。今
年６月頃、急きょインターアクト委員会に出向せよ、ということの指示がございまして、勉強
するということで、地区のインターアクトに行かせてもらいました。まず、お手元の資料をご
確認ください。１頁目はインターアクト委員会の資料、次にインターアクトクラブ、次が奈良
市立一条高等学校の年間計画、続いて橿原学院高等学校の年間計画、次にインターアクトクラ
ブの運営手続き覚書をつけさせていただきました。この説明の前に、本日配られましたロータ
リーの友の３７頁に「ロータリーを再発見」というところがございます。それの一番初めの項
目、４４頁「クラブを越えて…ロータリーファミリー」というところに、青少年の活動につい
ての説明がございます。また、４５頁の左上、「青少年と新時代」のなかに、“ロータリーで
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【鈴木浩之 君】
紹介者・中條会員より紹介
鈴木浩之さんですが、在籍14年で、その間ＳＡＡ、出席、ＩＴ・会報、親睦活動、財団と5つ
の委員長を歴任してもらって、ますますこれからロータリーに頑張って頂きたいな、と思っ
ております。趣味はゴルフ、彼だけが私ちょっと勝てるかと思って楽しみにしております。
よろしくお願い致します。

入会者・鈴木浩之会員より挨拶
ゴルフは負けますが、カラオケは負けたことがありません。
懐かしい方も新しい方も、帰ってきました。どうぞ宜しくお願いします。

【徳矢和士郎 君】
紹介者・中條会員より紹介
徳矢和士郎さんのご紹介をさせて頂きます。
彼は、在籍12年。その間、青少年、財団、ＳＡＡ、出席、社会奉仕ということで彼も5つの委
員長を歴任してもらっています。精神世界、宇宙や神というような私と同じような趣味をもっ
ておられるようで、私と気が合うかな、と思ってこれから楽しみにしております。よろしく
お願い致します。

入会者・德矢和士郎会員より挨拶
再入会させて頂き、本当に有難うございます。ひとつ、また今後とも宜しくご指導頂きます
様お願い致します。

ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パートⅠ修了証 授与

●多田 実 君

●福本良平 君



は、長年、「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」の４つを総称して、「四大
奉仕部門」とされてきました。しかし、インターアクトクラブやローターアクトクラブ、青少
年交換など、若い人たちへの奉仕活動にも力を入れていることから、これらを一つの部門とす
る方がいいのではないか、という考えが広まってきました。規定審議会は、３年ごとに開かれ
る国際ロータリー（RI）の立法機関ですが、２０１０年４月に開催の規定審議会で、「新世代
奉仕」を加え、「五大奉仕部門」とすることが決まりました。”とあります。そういうことで
現在、新世代は五大奉仕のなかの一つとして数えられるようになりました。そのなかのインター
アクトとローターアクトという２つの大きな組織がありますが、資料の２頁めの“インターア
クトクラブ”というところに要約してありますので目を通してください。“インターアクト・
クラブは、奉仕と国際理解に貢献する世界的友好精神の中で共に活動する機会を青少年に与え
るために結成される。インターアクト・クラブに入会できる者は年齢12歳から18歳までの若い
人である。”日本では高校生のクラブ活動と一緒にやることが多いようです。また、ローター
アクトは18歳から30歳までで、主に大学生を中心に活動されているようです。それでは簡単に
資料の方を1頁目から説明させていただきます。インターアクトを全体的に統括する部門とし
て、インターアクト委員会というものがございます。委員長は京都洛南ロータリークラブの桜
澤さんです、副委員長は２名、委員が７名です。提唱クラブが６名、そして私、奈良大宮ロー
タリークラブの増井が入りまして７名で構成されております。提唱クラブはイコール、インター
アクト活動している数になりますが１８クラブあります。京都は１１、滋賀が１、福井は４、
奈良は２、奈良は、奈良クラブと橿原クラブが提唱クラブとなっています。次に予算がどのく
らいかかるかということですが、最後の運営手続き覚書のほうに細かく書かれておりますので
見ておいてください。そして、大きな事業としては２つあります。夏の研修、それとインター
アクトクラブの地区大会というものです。まず始めに夏の研修は国内と国外の２つあります。
今年、国内は気仙沼でした。外国の方はカンボジアの方に行っておられます。だいたい費用は
３分の１ずつということで、地区が３分の１、提唱クラブが３分の１、そして参加した本人が
３分の１を負担するという形です。費用が１０万円掛かったら、本人が３万円、提唱クラブも
３万円、地区も３万円払うという形になっています。ただし、クラブによっては参加する本人
の分も支払っているところもあるようです。インターアクト地区大会というのは、この１８ク
ラブが持ち回りでしておられ、１泊２日の研修会になっているそうです。この研修費も覚書に
費用が書いてありますが、その交通費等を提唱クラブが負担する形となっております。あと、
どのようなことをするかということですが、資料の下に記載されてある具体的活動に入ってい
るような計画に参加をしていくわけですけれども、ロータリーの地区大会に参加をするとかい
うことで、その時の交通費も負担するという形になっているようです。そして提唱クラブの例
会、親睦会、奉仕活動の手伝いに来てもらうなども多くあるそうです。その時の経費も負担す
るという形となっています。そういうことを全て合わせると、だいたい平均して４０万円前後
の出費になるということです。ただ、地区大会を担当するということになりますと、一つの講
演会のようなことをしなくてはなりませんので、さらにまとまった費用が必要になるとのこと
です。なお、奈良クラブの場合は、いろんな事業をやっておられ、毎年約７０～８０万円掛か
ると聞いております。あと、提唱クラブに入った場合に、私たちロータリーのメンバーがどん
なことをするのかということですけれども、インターアクト委員会、これはほとんど委員長が
中心に動く事業ということです。提唱クラブの担当、委員長の方がインターアクトクラブ、高
校のクラブですね、これに行きます。月に１回例会をしなければならないという決まりになっ
ており、その委員会に出席します。その出席が一番の仕事になります。あと、具体的活動計画
のような活動をしたときに、一緒について行くという
ですが、１００％ついて行くということではないそうです。３回に１回くらいの割合でクラブ
が、また学校の先生もそのくらいの頻度で来られていました。地区委員は１８委員のなかで、
１０名で構成されております。地区委員イコールほとんどが提唱クラブです。例外は私、奈良
大宮ロータリークラブです。地区委員は月に１回くらいの委員会があります。また、資料に書
かれている地区事業、そのほか、提唱クラブの周年事業であるとか、そういったものもありま
すので、呼ばれて参加する場合もあります。具体的な活動としては夏季研修事前研修会、７月
の夏季研修、その報告会、インターアクト地区大会、委員長・顧問会議があって、私たち２６
５０地区の地区大会、６月には次年度会長幹事顧問研修会などをやっておられます。簡単に説
明させていただきましたけれども、ここで、質問がありましたら、知っている範囲でお答えさ
せていただきます。何かご質問等ありますでしょうか。

（質疑応答）

高辻会員
Q：インターアクトクラブ自体はどういう活動をするんでしょうか。
増井副委員長
A：インターアクトクラブ自体は、様々で奈良クラブで提唱されている一条高校に関しまして
はECCの委員会クラブがありまして、そこと提携をされているようです。インターアクトクラ
ブと言われていても、メインはECCの活動をしながらロータリーの仕事を貰ってきてやってい
るというような形です。また、インターアクトクラブ、一条高校の場合でしたら、一番大きな
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事業として整肢園とのキャンプ、整肢園の子供たちを連れて行くキャンプという大きな仕事が
あって、それはロータリーの事業としてインターアクトが手伝うという形をとっておられるら
しいです。また、一条高校だけは学校のクラブ活動に補助をされているらしいです。その補助
のなかに交通費も含まれているのですが、それらがあるので奈良クラブの予算は高いのだと思
います。ほかには、吹奏楽部であったり、生徒会であったり、いろいろしますので。メインは
クラブ活動、インターアクトだけをやっているクラブというのは少ないようです。ただ、クラ
ブとして奉仕活動クラブみたいなものがあって、それはほとんどインターアクトの事業と一緒
の形をとられているみたいです。橿原学院高校などはそういう印象を受けました。

小西会長
武藤さん、インターアクトについて皆さんに伝えるようなことはありませんか。

武藤会員
会長からの突然のご指名でございます。今、増井委員からお話が
ありましたが、皆さま方からすると唐突感があるのかなと思って
います。水面下ではいろいろと話をしておりまして、私どもも県
下で３番目のクラブになりましたし、また次年度はガバナーを輩
出するというようなクラブでありますので、出来ればそれを記念
し、インターアクトクラブの提唱クラブになることによって、我々
の奉仕活動の幅がもう一つ大きくなるのではないかと思います。
我々はいろんな奉仕活動をしておりますが、どうしても同じよう
な内容の繰り返しになったり、その幅から出て行けないというこ
とも、ここ１０年ばかりあるのではと思っております。いろんな
奉仕活動はしていますが、こういう提唱クラブになることによっ
て、一味違う、また違う部分での奉仕活動ができるんではないかと。そんなことで増井さんに
ご無理を言って、地区の委員に出ていただいて、まずインターアクトクラブとはどういうもの
なのか、また我々のところで手に負えるような、提唱できるようなものなのかどうか、という
ことを調べていただいております。可能であれば、我々クラブがもう一皮剥けて飛躍できるよ
うな奉仕活動ができる一端になればということで、皆さま方の十分なコンセンサスをいただい
た後に、もしできることならこういう提唱クラブになれればいいなと、そんなことで今、調べ
ていただいてますので、私どものクラブだけが提唱クラブでもないのに、地区委員に入れてい
ただいているということであります。そのような経緯がありまして、説明をさせていただきま
した。中身につきましては、私自体もおぼろげにしか聞いてなかったのですが、桜澤委員長さ
んはじめ、いろんな方とお話をしているなかで、とてもよい奉仕活動をされているなと、また
提唱されているクラブもですね、今までと違う、いえば我々ロータリアンだけでやっている奉
仕活動とは一味違う奉仕活動も出来るんではないかと、そんなことで今、山本さん、増井さん
の方でいろいろと資料を集めていただいて、皆様方に提案しているということでございますの
で、十分にご議論いただいて、よい結果がでればいいなと思っています。以上でございます。

（質疑応答）

中井会員
Q：提唱クラブになる場合にどの高校を想定しておられるのでしょうか。何もなしで話を進め
ておられるのでしょうか。
武藤廣茂氏
A：今のお話、もっともなお話だと思います。ただ今ですね、具体的な名前を申し上げるとい
ろいろと問題があるのですけれども、意中の学校はございます。その辺のところでご勘弁いた
だきたいと。闇雲に言っているわけでは無くて、意中の学校はございます。ですが、今具体的
に名前を申し上げますと、何でもそうですけど、途中で壊れてしまうということがありますの
で、ちょっとご勘弁をいただきたいと思います。

高辻会員
Q：一味違う奉仕活動というお話がありましたけれども、具体的に何かそういう事例があれば
教えていただきたいと思います。

武藤廣茂氏
A：突然にいろいろとご質問をいただきまして、事前にこういう
場合はご質問内容をいただきましたら十分にお答えできるような
資料を集めてお答えできるんですが、先ほど増井委員の方からお
話をさせていただいた範疇でしか私も承知しておりませんので、
その辺のところでご賢察いただければ結構かなと思っております。

6



山本尚永委員長
他にご質問とかございますでしょうか。いろいろと思っておられることとか有ると思いますが、
各テーブルでお話合いされたなかで出てくる質問もあると思いますので、協議いただき、最後
にこのアンケート用紙をお配りしていますので、皆さんのご意向ということで提出をお願いし
ます。

～各テーブルにて協議～

有井幹事長予定者
奈良大宮ロータリークラブでは、以前に交換学生を盛んにやっていただきましたが、ここ数年
それをやめました。地区へ行きますと、なぜ大宮さんは交換学生をやめてしまったのかと随分
と突き上げがありました。苦し紛れにインターアクトクラブやったらええのかなと言ったのが
発端なのです。ちょうど、会長になる前でしたので、こんなことがありますよとお話をしたら
今日の日になったわけです。今日、こういうことがあるとは知らずに私は出てきたのですが、
非常に的確なご指導、ご指示もありました。ただ言えることは、提唱の高等学校が必要なので
す。それをどこにするかということが非常に難しい問題だと思います。それから、掛かる費用
がいくらなのか。奈良クラブは７０万、そんなに掛かるのは適わんなということが、うちのク
ラブではずっと問題になっておりましたが、今資料をみれば４０万円、それだけ掛かることに
私もびっくりしておるわけですけれども、北河原さんがガバナーになっていくわけであります
し、奈良クラブと橿原クラブがインターアクトを作ってるということで、今、増井さんに出席
いただいて、いろいろと話を聞かせていただいておるということでありますので、どうぞ皆さ
ん方、存分にご検討いただいて、今年中で結構と思いますので、どうするかを決めて戴ければ
と思っております。どんなことをするのかということでありますけれども、はっきりとは私も
分かりません。委員長の桜澤さんから、いつでも説明に出向くという話も戴いていますので、
来ていただいたうえで、インターアクトクラブではこういうことをするといったことを聞いて
もらえたら一番ありがたいのかなと、こんな思いでありますので、存分にご検討いただきたい
と思います。宜しくお願いします。
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ニコニコ箱 本日計 75,000円 累計 771,000円
小西敏文 君 先週８月２７日ガバナー公式訪問には皆様方のご協力により無事に終ること

が出来ました。有難うございました。又入会いただいた５名のロータリアン
おめでとうございます。今後とも長いつきあい宜しくお願いします。

麹谷 瀞 君 梅谷裕規様の入会をよろこんで！
有井邦夫 君 小林君 よくぞお戻りいただきました。
梅谷裕規 君 新入の梅谷です。ごあいさつと家族例会欠席のおわびを込めまして協力させ

ていただきます。
鈴木 譲 君 新入会員の鈴木です。皆さん、よろしくお願いします。
鈴木浩之 君 サライ１０月号に３ページ出ます。職人の技
森 一紀 君 バーがリニューアルオープン致しました。どうぞご利用下さいませ。
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石野捨雄 君 最近うれしい事がありました。
多田 廣 君 土谷さんにせめられて
小林一士 君 ニコニコ協力
宮西正伸 君 ニコニコ協力
德矢和士郎君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
土谷宗一 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治

次週の例会 平成２５年９月１７日（火）

卓話 講師：学校法人西大和学園 会長 田野瀬 良太郎 様

「政治と教育」

例会変更のお知らせ

９ 月 ■あすかロータリークラブ■
・９月１９日（木）・・・月見例会の為、変更。
時間：18：30より
場所：橿原神宮 文華殿

※ビジター受付は、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。

■五條ロータリークラブ■
・９月２５日（木）・・・場所変更。
場所：登録有形文化財 藤原家住宅

※ビジター受付は行いません。
■大和郡山ロータリークラブ■
・９月１６日（月・祝）・・・定款第６条１節(C)により、休会。
・９月２３日（月・祝）・・・定款第６条１節(C)により、休会。
※両日とも、ビジター受付は行いません。

10 月 ■生駒ロータリークラブ■
・１０月２日（水）・・・例会場変更。
時間：18：00～
場所：アントレいこま①Ｒ階

・１０月１６日（水）・・・例会場変更。
時間：18：00～
場所：あやめ館

・１０月３０日（水）・・・ガバナー公式訪問の為、例会場変更。
時間：18：00～
場所：あやめ館

※各日共通常の例会受付となり、ビジターフィは4,000円です。
■五條ロータリークラブ■
・１０月２３日（水）・・・１０月１９日（土）ＩＭに変更。
※ビジター受付は、１０月２３日（水）12：00-12：30まで
南都銀行五条支店にて行います。

■大和郡山ロータリークラブ■
・１０月２８日（月）・・・職場見学のため、時間・場所の変更
時間：15：30～17：30
場所：南都銀行本店（奈良市橋本町16）

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


