
会 長 報 告

改めましてこんばんは。
理事会報告の前に、本日入会されました4名の方々、おめでとうご
ざいます。これからも末永く、お付合いをして頂きます様宜しくお
願い致します。
●ガバナー賞【グッドチェンジ賞】を坂本ガバナーから頂いており
ます。これがその賞状と記念品です。
●坂本ガバナーより、松岡嘉平治さんに長寿寿齢賞が届いておりま
す。松岡さん、どうもおめでとうございます。
それでは、本日の理事会報告をさせて頂きます。

○報告事項○
●新入会員について、5名の方につき、新入会員として承認して頂
きまして、その内4名の方が本日入会です。荒木政信君、河野里志
君、野末勝宏君、山口尚紀君。そして、清岡義教君がどうしても今
日と来週の都合がつかないということで、27日に入会して頂きます。
計5名の方に今回入会して頂きました。本当に有難うございます。
●鴟尾の会（新・旧）会長・幹事会について、5月17日土曜日、大
和郡山ロータリークラブのホストで「さえき」で行われるとの報告
がありました。
●今西ガバナー補佐が5月27日例会に出席されます。目的は新世代
育成基金奨励賞授与の為に来られます。例会にも出席されます。
●ロータリー希望の風奨学金に対し、地区から1,000万円の寄付を
したことに（2650地区に対して）お礼状が届いた、と地区から報告
が来ております。
●緑の募金について、例年通り、皆様方にご協力を御願いしたいと
思います。取り敢えず、パフォーマンスで入れさせて頂きたいと思
います。回覧致します。
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『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41回 5月13日
通算1693回

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ６名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ９１．６７％

第39回 4月15日
通算1691回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ４７名
◎欠席者 ７名
◎補填者 ２＋７名
◎出席者 ６７名
◎出席率 ９７．１０％

例会プログラム

第42回 5月20日

通算1694回

１．開会の点鐘

２．ソング

「おお牧場はみどり」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

ホテルサンルート奈良

代表取締役 中野聖子様

「なら国際映画祭2014」

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」



○審議事項○
●第3回家族親睦会の決算について、谷川親睦活動委員長より報告があり、承認致しました。
●35周年記念事業 収支決算について、矢追会計部会長より報告があり、承認致しました。後
程また矢追部会長より報告頂きます。
●情報集会について、本年度最後の情報集会について冨川副会長より報告があり、来週状差し
に入れるとの事で、承認致しました。
●新入会員の委員会配属について。これは後程幹事から報告して頂きます。
●早速ですが、この5名の新入会員の歓迎会を5月27日19時から大宮で行いたいと思います。顧
問の方、推薦者の方、そしてまた、新入会員の方、たくさんの皆さんで歓迎会に臨みたいと思
いますので、後程親睦活動委員から出欠の案内を回して頂きますので、宜しくお願い致します。
以上ですが、3週間ぶり、ということでお久しぶりに皆様方のお顔を見た訳ですが、急に暖か
くなってきて、この5月からクールビズとなっておりますので、新入会員の皆様方もノーネク
タイで結構ですから、10月末まで宜しくお願い致します。

委 員 会 報 告

ロータリー財団委員会：高木委員長
今日皆さんの状差しに新聞の切り抜きをコピーしたものを入れておきました。これは日本経済
新聞のコラム「春秋」の記事です。ポリオに関する記事ですが、内容は我々はともするとポリ
オはもう撲滅してるんじゃないか、或いはそれに近いんじゃないか、という認識を持つんです
が、いやいやそうではない。どちらかというと悪化の方向に向いているということです。認識
を新たにしたくて、ご用意しましたので、皆さんも一読頂いて、ポリオに対するご認識を新た
にして頂ければと思います。今年度は3,000円を、皆様方から浄財を頂戴しておりますが、こ
れが有効に使われることを期待したいと思っております。

35周年記念事業 会計部会：矢追部会長
冒頭に会長から報告があったと思いますが、只今より報告しますことについては理事会で承認
を頂いております。
創立35周年記念事業収支決算書。収入：5,517,466円、支出：4,793,479円、次期繰越：723,98
7円となっております。報告は以上です。尚、皆様方の状差しにこの決算書を入れております
ので、また見て頂けたら、と思います。

35周年記念事業実行委員会：小池実行委員長
本日をもちまして、35周年記念事業実行委員会を解散致します。有難うございました。

親睦活動委員会：中奥副委員長
第4回の親睦ゴルフのご案内を致します。6月10日（火）美加の原C.C.加茂コースで9：45スター
トで行われますので、是非ご参加お願いします。新入会員の皆さんも、皆さんゴルフをされる
ということですので、是非ご参加下さい。今日から回覧を回します。

高辻副幹事
●概況報告の修正と言いますか、チェックをお願いします。これから回覧しますので、住所・
会社名・役職等変更のある方はご記入頂きます様お願い致します。顔写真が入っているもの、
そうでないものと二種類ありますので、どちらもチェックしてください。それから今日入会さ
れた新入会員の方も同じように入っていますので、チェックをお願いします。それから8月に
入会された方、そして本日入会された方、概況報告の写真を撮らなければいけません。5月27
日歓迎会の日と重なってしまいますが、例会後、写真撮影を行ないますので、帰らずに、歓迎
会に行く前に写真撮影をして頂きたいと思います。それから新入会員の方だけでなく、変更を
希望される方は現会員の方も写真撮影を行ないますので、宜しくお願い致します。
尚、この書類は個人情報になりますので、最後にチェックされた方はくれぐれも私までお戻し
頂きます様に、お願い致します。
●今般、6月21日に会員増強セミナーがありまして通常であれば、会長や増強担当委員長だけ
で宜しいのですが、次年度は入会3年未満の方も是非お越頂きたいという案内が来ております。
本日入会された方もそのカテゴリーに入りますので、状差しに案内を入れてあります。来週の
例会時、出欠の確認を行ないますので、予定をご確認下さい。蛇足ですが、RIの田中作次さん
のお話があるということで、3年未満の方以外でも興味のある方はお越し下さい、という案内
になっております。もし、ちょっと聞いてみようという方がおられましたら、私の方にお声掛
け下さいましたら資料をお渡しします。
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RI第2650地区：武藤副幹事長予定者
だいぶ前のような気がしますが、地区研修協議会が無事に終りまして、実はまだ一カ月も経っ
ていません。実は当日色んなことがありまして、皆さん方に色々とご協力頂きまして、来年の
地区大会に向け、一度振り返っておきたいな、と思います。反省会、総括を一回しておきたい
ので、次回例会後当日の責任者の方だけで結構ですので、責任者の方だけ、当日どんなことが
あったあんなことがあったということを忘れない内に集まって頂き、お話を聞かせて頂き、地
区大会の道標にしたいな、と思います。来週20日です。よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

先ほど会長報告の中でもありましたが、本日入会された方と5月27日に入会される清岡さんの
委員会配属が決定しましたので、報告します。
●荒木 政信 君 ＜国際奉仕委員会・親睦活動委員会＞
●河野 里志 君 ＜青少年奉仕委員会・親睦活動委員会＞
●野末 勝宏 君 ＜社会奉仕委員会・会報・ＩＴ委員会＞
●山口 尚紀 君 ＜職業奉仕委員会・ニコニコ委員会＞
●清岡 義教 君 ＜ロータリー財団委員会・親睦活動委員会＞
このように配属致しました。この配属は次年度も同じ委員会配属になるということです。

新 入 会 員 入 会 式

推薦者（顧問）・松岡弘樹君より紹介
明治安田生命奈良支社長の荒木政信さんです。荒木さんは、昭和41年生まれで御出身は豊中、
ご自宅は箕面ですが単身赴任で頑張っておられます。少し略歴を申し上げますと、平成元年大
阪大学卒業後、明治生命保険に入社されました。本部の経験も現場の経験もあり、東京立川の
支社長をなさっている時は福生ロータリークラブに2年ロータリアンとしてご経験があるとい
うことです。見て頂いた通りナイスガイでございます。ご家族は、奥様、高校生のお嬢さんと、
中学生の坊ちゃんがおられます。趣味が海釣りという事で、20年程やっておられます。土曜日
も奈良におられるそうで、お酒もゴルフもされるという事ですので、また皆さんせいぜいお誘
い頂いたら良いのかなと思います。
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荒木政信君より挨拶
明治安田生命の荒木と申します。前任の濱田に引き続きまして、何卒宜しくお願い致します。

推薦者（顧問）・石野捨雄君より紹介
続きまして河野里志さんのご紹介をさせて頂きます。1977年生まれで、多分メンバーさんの中
では一番お若いんじゃないかと思います。職業分類は通信事業、小分類は通信工事ということ
です。勤務先はケイアスト㈱の代表取締役でございます。1995年に県立王寺工業高校を卒業後、
協栄テレコムに入社され、その後2003年に河野通信を設立され、2012年にケイアスト㈱に商号
変更され、現在に至っておられます。勤務先は奈良市西九条、ご自宅は天理市です。ご家族は
奥様とお子様が3人おられます。お子様のお年を訊くと、もう高校に行っておられると37歳で
お子さんが高校生という事で、結婚は20歳でされたそうでございます。ゴルフをオフィシャル
10ということで、うちのクラブもまたレベルが一段と上がるかな、と思います。

河野里志君より挨拶
ご紹介頂きました河野と申します。この素晴らしい会に入会する事ができまして嬉しく思って
おります。役に立つか分りませんが、精一杯頑張りますので、宜しくお願い致します。

推薦者（顧問）・辻本和弘君より紹介
それでは野末勝宏さんのご紹介をさせて頂きます。1970年生まれで職業分類は法律、小分類：
商事弁護士ということでございます。野末さんと私は青年会議所時代に知り合いまして、苦楽
を共にしたという事で、以来卒業後もお付合いをさせて頂いております。略歴は平成5年東京
大学経済学部を卒業後、平成8年まで住友商事でご勤務された後、平成13年に弁護士登録され、
現在に至ります。趣味は読書で、最近ゴルフも始められ、また皆様方にお誘い頂ければと思い
ます。野末さんはこのように非常に誠実な方で、他クラブの熱心なお誘いもあったようですが、
当クラブにご入会頂きましたので、お付合いの程、宜しくお願い致します。

野末勝宏君より挨拶
初めまして、野末と申します。本日よりお仲間に入れて頂きます。ゴルフですが、先日の日曜
日に10個のOBを出すということを致しまして、非常に落込んでおりますので、暫くお誘いの方
はご遠慮頂ければと思います。持ち直したところで、是非お声掛け頂けばと思っております。
宜しくお願い致します。

推薦者（顧問）・平方貴之君より紹介
山口尚紀さんのご紹介をさせて頂きます。1972年生まれの42歳で、職業分類は建設業で、小分
類は建築でございます。奈良県立奈良工業高校を卒業後、建設会社勤務を経て、若葉建設㈱に
入社され、現在代表取締役を務めておられます。また一昨年には奈良商工会議所青年部の会長
も務められています。現在独身でいらっしゃいますが、只経験はあるということです。趣味は
ゴルフ、食べ歩きと聞いております。どうぞよろしくお願い致します。

山口尚紀君より挨拶
皆様初めまして、こんばんは。山口尚紀と申します。本日無事にこのクラブに入会させて頂き
まして、本当に心より感謝しております。この感謝を忘れず、これからの活動をしっかりとやっ
てまいりたいと思いますので、先輩方の温かいご指導、ご鞭撻を宜しくお願い致します。有難
うございます。
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（会長より新会員に徽章授与）

委嘱状
新入会員 荒木政信君 顧問：松岡弘樹君
新入会員 河野里志君 顧問：石野捨雄君
新入会員 野末勝宏君 顧問：辻本和弘君
新入会員 山口尚紀君 顧問：平方貴之君

ク ラ ブ 討 論 会

「ロータリアンとして災害時において何ができるのか」～社会奉仕委員会担当～
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同 好 会 活 動

奈良大宮ロータリークラブ山歩き同好会（ＮＯＭＣ）第１９５回 登山報告

京都北山 桟敷ヶ岳 896ｍ

（日時）平成２６年５月１１日（日）
（参加者）向井・計良・飯田・小池・楠原・橋本・森下・木村・東田・麹谷

王位継承争いの敗れ北山に隠棲した惟喬親王が都を懐かしみ山頂付近に桟敷を作り都を眺め
たのが山名の由来だとか。
近鉄・京都地下鉄を乗り継ぎ北大路駅でヤサカ自動車で岩屋橋へ。
9：30に歩き始める。途中で「桟敷ヶ岳はコチラ」の指示板がありその道を進む。
杉檜の植林の中を登る。これらの人口林は相当の期間にわたり、手入れされていない様相の
林を進む。所々で枝打ちされ、それ等の枝も撤去されている林もあるが、樹間が1～2ｍと間
伏がなされていないのは人手の問題か？奈良の山も同じようで正に林業家の苦悩の様子その
ままの風景だった。
10：40岩茸山（811ｍ）着。小休の後、自然林の中を桟敷ヶ岳へと登る。
突然展望が開け京都市の北部が遠望できた。
「都ながめの岩」と名付けられた岩が地図上にあるが確認できなかった。
11：40桟敷ヶ岳頂上着（896ｍ）記念写真撮影
桟敷ヶ岳頂上は、平垣な広場で風薫る五月の青い風と言われる言葉そのままのそよ風と木漏
れ日を受けてのお弁当は大変気持ち良く心楽しい時間でした。
頂上からは祖父谷川ぞいの林道まで急坂を下り岩屋橋まで林道を歩きました。
岩屋橋には料亭が２軒あり、朝出発する時に「ビールあります」の看板を確認していたので
林道を歩く速度は自然に早くなり、バス発車までの30分は冷えたビールを楽しみました。
京都駅前で慰労会をして解散しました。万歩計は31696でした。

＜麹谷記＞
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ニコニコ箱 本日計 83,000円 累計 2,980,769円

小西敏文 君 荒木政信君、野末勝宏君、山口尚紀君、河野里志君 入会おめでとうござい
ます。末永くロータリーライフを楽しんで下さい。

植倉一正 君 荒木さん・河野さん・野末さん・山口さん入会おめでとうございます。今後
の活躍を期待しています。

宮西正伸 君 新入会員の皆様、今後とも何卒よろしくお願い致します。
松岡弘樹 君 新入会員の皆様 入会おめでとうございます。
谷川千代則君 新入会員の皆様入会おめでとうございます。よろしくお願いします。
森 一紀 君 新入会員の皆様 宜しくお願い致します
門脇伸幸 君 荒木さん、野末さん、山口さん、河野さん 皆様入会おめでとうございます
石野捨雄 君 河野さん 入会おめでとうございます
中奥雅巳 君 入会おめでとうございます
野﨑隆男 君 新入会員の皆様 ご入会おめでとうございます。本日の例会は、社会奉仕委

員会担当の討論会ですので、活発なご意見の程、よろしくお願いします。
高木伸夫 君 結婚祝に色とりどりのばらの花を頂きました。ばらの花ことばは「愛」であ

ります。来年金婚式を迎えるに当り「愛」を確認しあっております。有難う
ございました。

德矢和士郎君 32回目結婚記念日すばらしいバラの花たばをいただき、ありがとうございま
した。

高辻良成 君 本日、銀婚式をむかえました。キレイなバラの花をありがとうございました。
中井一男 君 長いお休みを戴きありがとう御座いました。皆様もきっと良い休みをすごさ

れた事とお察し申し上げます
有井邦夫 君 ニコニコ協力
山本直明 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
金星 昇 君 ニコニコに協力致します
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
弓場裕史 君 ニコニコ協力
辻本和弘 君 ニコニコ協力
藤井正勝 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力

次週の例会 平成２６年５月２７日（火）

会員卓話 平方貴之 君

●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

例会変更のお知らせ

6 月 ■生駒ロータリークラブ■
①平成26年6月4日（水）18：00～の例会は、定款第6条第1節（C）
により休会致します。

②平成26年6月11日（水）の例会は、創立38周年記念例会の為、
例会場を奈良ホテル に変更致します。

③平成26年6月18日（水）18：00～の例会は、例会場をアントレ
いこま①Ｒ階に変更致します。

④平成26年6月25日（水）18：00～の例会は、最終例会の為、
例会場を「あやめ館」℡0742-45-0185に変更致します。

※①②は申し訳ございませんが、ビジター受付を行いません。
③④は通常の例会受付となります。
ビジタフィーは③は3,000円④は4,000円です
■奈良東ロータリークラブ■
・６月４日（水）・・・例会場が使用できない為、臨時変更。
日時：6月4日（水）18：00～
場所：奈良ホテル

※ビジター受付は、同日奈良ホテルにて通常受付致します。


