
会 長 報 告

本日16時より第二回定例理事会がございました。その審議事項に関
しまして、決定事項を報告させて頂きます。
1.新入会員の委員会配属については後程幹事より報告させて頂きま
す。
2.新大宮駅北側に、新大宮駅前周辺案内図という案内板が25周年記
念の時に作られまして、ところが25周年から10年経ちまして、現実
にあるものないもの、色々変わってまいりました。それでこの案内
板の修正をしたいと思います。詳細は理事会で再度詰めまして、次
期理事会に於いて決定したいと思っております。
3.情報集会について。後日副会長より案内があるかと思いますが、
9月の中旬以降に会員増強をメインに情報集会を開く予定にしてお
ります。その案内がありますので、皆様御出席お願いしたいと思い
ます。
4.9月は、青少年奉仕担当のクラブ討論会です。9月2日の討論会に
関しましては、ローターアクトクラブにつきまして、地区の会員の
方に卓話としてお越しいただくこと予定になっております。
5.多田廣会員からの出席免除申請が出ておりまして、理事会に於い
て承認致しました。
6.奈良少年刑務所篤志面接委員協議会後援会費について、これはずっ
と毎年やっておりまして、年に1万円ですが、これも承認しました。
ただ、会費を渡すだけではなく、刑務所の所長参加どなたかに卓話
に来て頂くか、何かをして頂くことで、この関係を有効に使って行
きたいと考えております。

委 員 会 報 告

職業奉仕委員会：石野委員長
例会終了後、委員会を開きますので、委員の皆様方はお残り頂きま
す様お願い致します。お時間は5分程で終りますので、よろしくお
願いいたします。

米山奨学委員会：矢追委員長
8月2日奈良ブロックの米山委員長会議がありまして、春日ホテルに
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『ロータリアンとしての

誇りをもって』

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5日
通算1705回

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 ７名
◎出席者 ６５名
◎出席率 ９０．２８％

第4回 7月22日
通算1703回の修正

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５０名
◎欠席者 ６名
◎補填者 ４名
◎出席者 ６８名
◎出席率 ９７．１４％

例会プログラム

第7回 8月19日

通算1706回

１．開会の点鐘

２．ソング

「上を向いて歩こう」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

正暦寺住職 大原弘信様

「東洋の知恵に学ぶ」

＝体は理性を持っている＝

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 北河原 公敬

「ロータリーは心くばり」



私が出席させて頂きました。内容につきましては、本日皆様方のテーブルの上に、報告書を置
いておりますので、時間がありましたら、目を通して頂きたいと思います。10月が米山月間と
いうことで、皆様方にはいろいろまた大変な協力をお願いしないといけないかと思います。寄
付も特別寄付と普通寄付がありまして、普通寄付については会費の中に組み込まれております。
特別寄付は10月になればまた皆さんにお願いすることになるかと思いますので、宜しくお願い
致します。

ロータリー財団委員会：潮田委員長
8月2日に京都で行われましたロータリー財団セミナーに出席してまいりました。そこでいろい
ろまた皆様方に寄付をお願いしないといけないことを聞いてまいりましたけれども、念のため
データを言わせてもらいますと、年次寄付の寄付実績表は、奈良大宮ＲＣは昨年度は＄14,680
で、一昨年より＄3,000程下がっております。一人当たり年次寄付実績は96クラブ中奈良大宮
は31位（＄209）ということになっております。米山の次に財団月間がありますが、その時は
よろしくお願いいたします。
良いニュースの方は、財団寄付金目標四期連続達成クラブは、RID2650の中で9クラブしかあり
ませんが、奈良大宮ＲＣはその中の一つです。その他は、平城京、大和高田、武生府中、びわ
湖八幡、近江八幡、京都洛中、長浜東、京都田辺で、皆様方のお蔭で四期連続達成してお褒め
を頂きました。

雑誌・広報委員会：森山副委員長
「ロータリーの友」の8月号読みどころとしまして、右ページより、14ページ「バナー自慢」
が載っております。これは一年ほど前に原稿を送ったものが今月に掲載されているそうですの
で、ご覧頂ければと思います。あとは、さっと読んで頂ければと思いますので、よろしくお願
いいたします。

親睦活動委員会：中奥委員長
いよいよ8月9日、親睦家族例会（淀川花火）が近くなってまいりました。今日状差しに出席頂
く皆さんに集合場所が三カ所（学園前・近鉄奈良駅・ＪＲ奈良駅）ありますので、どこで乗る
かという地図をいれております。いつも乗る場所と少し違うかもしれませんので、よく見てお
いて頂ければと思います。それからちょっとお問い合わせも頂いていたのですが、近鉄奈良〜
ＪＲ〜学園前と行くのかと思われている方も多いかと思いますが、そうではなく、小型バスを
4台用意しておりまして、各場所から同じ時間に出発致しますので、15：30にどの場所からも
出発となりますので、その辺りも気をつけて頂きたいと思います。それから各乗り場で親睦委
員会の担当者、近鉄奈良駅でしたら私、ＪＲ奈良駅が河野君、学園前が清岡君ということで、
携帯番号もここに記載しておりますので、当日何かありましたら、この番号に電話をしていた
だければ、と思います。それから皆さん少し天気予報も見られて、台風が発生してしまい、微
妙な感じの天気予報が出ておりますが、私の日頃の行ないも大変良いと思いますので、（台風
も）どこかへ行ってくれると思っておりますが、一番下の三行を見て頂き、万が一花火自体が
中止という形になりましたら、これは実行委員会から私に連絡が来ますので、その場合は、ご
出席の会員様お一人お一人に親睦活動委員会から連絡を致します。その際は、例会も中止とい
う事になりますので、ここに参加をされない方がMakeUpに行かれたりという必要もなくなりま
す。ただ、雨でも過去この花火大会は開催されておりますので、ほぼ開催されるということで
す。連絡がない場合は必ず予定通り15：30に集合場所に来て下さい。どうしても不安な方は一
番上に私の電話番号が載っておりますので、携帯にかけて頂けたら結構です。
それから帰りはちょっと渋滞とかあるかも知れませんが22：00～22：30位までには戻れるので
はないかと思います。大勢の方にご参加を頂くことになっております。どうぞ良い天気になっ
て、例会出来ます様に祈っております。

出席委員会：多田実委員長
今日状差しにＩＭの案内状を入れております。10月25日（土）大和高田さざんかホールに於き
まして、ホストクラブは大和高田ロータリークラブで開催されます。全員出席ですので、3年
未満出席という条件ではありませんので、本日出席表を回しておりますので、必ず○を付けて
お返し下さい。お願い致します。
それと、話が違いますが、前年度会計からのお願いです。8月に会計を締めますので、地区な
どに行かれて支出して（クラブに）お金を請求するものが有りましたら、必ず今月中に事務局
まで請求をお願いします。

倉田会計
いつも御協力頂き、有難うございます。先達てご案内いたしました前期会費につきましては、
皆さまからどんどんご協力頂きまして有難うございました。まだ若干名の方、お忘れの方もお
られるかと思いますので、少し未納の方がいらっしゃいますので、納付お願い致します。私の
方からまた個別にお願いさせて頂くこともあろうかと思いますので、宜しくお願い致します。
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RID2650総務担当：谷川幹事
4月20日の地区研修・協議会の資料ですが、本日受付に置いております。この中に今年度の地
区のスケジュール等が全部記載されておりますので、当日出席されてない方も全員貰ってない
方は持って帰って頂きたいと思います。新入会員の方も、併せてお願い致します。

出席委員会：多田実委員長
初二回が100％でしたので、また是非100％目指して、MakeUpを宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

・本日入会されました新入会員の方の委員会配属です。岡会員はソング委員会並びに親睦活動
委員会に所属です。南谷会員は社会奉仕委員会並びに親睦活動委員会に配属になります。
・全国囲碁大会の案内が来ております。ご興味のある方、お申し出ください。囲碁同好会には
お渡し致します。ご興味のある方はご参加下さい。
・来週8月12日は8月9日に振り替えとなりますので、こちらで例会はございません。9日が例会
になりますので、お間違えのないようにお願い致します。万が一雨が降った場合、全て中止と
なります。例会も中止となりますので、その場合、MakeUpの必要はございません。例会そのも
のを中止いたしますので、それもお間違えないようによろしくお願いいたします。
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ロータリー語録

「ロータリーは人々の心の中にあり、ルールの中にあるのではない」

（ニース１９９５年国際大会R.I.会長 ビル・ハントレー）

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

●武藤廣茂 君

●弓場裕史 君
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新 入 会 員 入 会 式

推薦者・武藤廣茂君より紹介
新しく入会されました南谷正仁さんのご紹介をさせて頂きます。
昭和38年11月3日に生駒でお生まれになりました。昭和56年に県立北大和高等学校を卒業され、
その後平成8年に税理士試験に合格され、平成9年に独立されて事務所を開設されました。そ
の後平成16年に知人の税理士さん3名と税理士法人あおばを設立され、平成17年度より代表を
お務めになられております。独立されてから現在まで、中小企業特に奈良県内の経営者のサ
ポートをすべく、定期的に無料でセミナーを開催されたり、情報誌を発行され、「気づき」
を提供する事を心掛けておられるということでございます。モットーは、「先に相手の役に
立つ」ということです。年齢的にも51歳と若く、常に真摯な姿勢で仕事に向われている姿は
正にロータリアンに相応しいのではないかと思っております。今後とも長くお付き合いをし
て頂きたいと思います。ご家族についてご紹介をさせて頂きます。奥さん、趣味はヨガだそ
うです。それからお子達ですが、会社員の長女と長男と次女の高校生の3人です。それと、お
母様とご一緒で合計6人で生駒にお住まいです。そんな訳で末永く、よろしくお願いしたいと
思います。

南谷正仁君より挨拶
初めまして。天理で税理士をしております南谷正仁と申します。以前からいろんな方からお
声を掛けて頂いていて、いまおられませんけれども清岡さんからも大宮ロータリークラブに
入ってきたらどうかと以前からお誘いを頂いていたのですが、なかなか踏ん切りがつきませ
んで、そうこうしている内にまた更に色んな方から声をかけて頂きまして、今回入会させて
頂くことに相成りました。先ほどご紹介頂きました通り学歴も高卒でございますし、特にこ
れといった芸もございませんけれども、税理士としても社会人としても未熟でまだまだこれ
から色々勉強して行かなあかんな、と常に感じております。今日これをご縁にまた皆様方に
また色々教えて頂ければと思いますので、是非宜しくお願いします。これからお世話になり
ます。

推薦者（顧問）・市田富久夫君より紹介
岡 中さんのご紹介をさせて頂きます。
岡さんは、この奈良ホテル専務取締役総支配人です。職業分類はホテルでございます。岡さ
んは前年度末に転勤で退会された森一紀さんの後任として、森さんも 後のご挨拶でおっしゃっ
ておりましたが近鉄と近鉄ホテルシステムズに於いて、森さんの7年後輩になります。
ご自身は昭和34年生まれの54歳。ご出身は大阪の安孫子で、現在のお住まいは大阪市浪速区
湊町ということでございます。ご趣味をおききしますと、私と同じく音楽鑑賞という高尚な
趣味でございまして、独身貴族であるということです。略歴を申し上げます。昭和57年3月和
歌山大学経済学部をご卒業後、同年4月に近畿日本鉄道㈱に入社。その後平成13年に三田都ホ
テルの総支配人、平成19年に近鉄ホテルシステムズ シェラトン都ホテル大阪副総支配人等
を歴任され、今年の6月よりこちらの奈良ホテル専務取締役総支配人として従事されておりま
す。宜しくお願い致します。

岡 中君より挨拶
初めまして。岡 中と申します。日頃は奈良ホテルをご利用頂きまして、有難うございます。
私は一カ月前にこちらに赴任して参りまして、森一紀の後任でございます。奈良の地で働く
のは初めてでございまして、こちらに入会させて頂きまして、皆さんと仲良くさせて頂きま
して、仕事、プライベートに活かして行きたいと思いますので、是非今後とも末永く、ご指
導いろいろ宜しくお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

（会長より新会員に徽章授与）

委嘱状
新入会員 南谷正仁君 顧問：楠下重雄君
新入会員 岡 中 君 顧問：市田富久夫君



新 入 会 員 卓 話

河野里志 会員

みなさん、こんにちは。本年5月から奈良大宮Ｒ．Ｃ．に入会しました河野里志と申します。
よろしくお願いします。まず、自己紹介ですが、私は1977年、昭和52年生まれの37歳、平凡な
サラリーマン家庭の3人兄弟の末っ子として生まれました。長男とは10歳、長女とは9歳年が離
れ、家族全員に可愛がられました。幼少期には、毎日のようにいたずらをして、よく怒られて
いたことを今でも覚えています。小学校1年生から中学3年までの間、野球をしており、中学生

後の夏は、県大会準優勝に輝きました。高校に入り色々な体験と挑戦をしました。2年生の
夏には、鈍行列車で広島・福岡・長崎をまわったり、3年生の夏にはフェリーで鹿児島県与論
島から色々な所へ行き多くの人たちと出会いました。また、大きな夢でもあった芸能活動も行
いました。高校1年生の時に、劇団のオーディションに合格し、劇団員となりました。1年後に
はＣＭのお仕事も頂きましたし、その後も映画の小さな役のお仕事を頂きました。ですが、そ
の後は仕事が続きありませんでした。当時若かった私は自分の実力がない事に気付かず、仕事
がないのは事務所が小さいせいにして退団しました。高校3年生のとき、あらためて松竹芸能
さんのオーディションを受け合格しました。高校卒業後も芸能活動を続けたのですが、実力が
ない事に気付いた19歳の時に辞めました。
その後は古くからの親友の誘いもあり、通信工事の仕事に就きました。就職した20歳のときに
結婚し、翌年、長男を授かり、その翌年には長女を授かり、2年前には3番目を授かって平凡な
がら幸せな毎日をすごしていました。ですが、25歳のときに転機が訪れまして、業界再編成な
のでしょうか、会社がＮＴＴ事業からの撤退を余儀なくされ、関連部門の社員50名ほどが、一
斉に解雇となりました。どうしようかと悩んでいたときに、大変お世話になった方から、突然
お声を掛けていただき、独立開業のご支援を頂きました。当時、独立など全く考えていなかっ
たのですが、せっかくのチャンスだと思い、同じ会社の社員2人に声を掛けて独立しました。
時代は、アナログからデジタルへと移行の 中、光回線が主流となりつつあり、その後も地上
デジタル放送など、時代の波に乗る事で、社員も順調に増えていきました。今は、ＮＴＴ様の
Ｂフレッツ、関西電力様のＥＯ光、近鉄様のＫＣＮと光通信工事を中心に、携帯電話の基地局、
ビル、マンションなどの弱電工事、ＬＡＮ、電話配線、オフィスのビジネスフォン、店舗、工
場の監視カメラ工事など、通信インフラ全般の工事をいたしております。会社も徐々に成長す
るにつれて、会社も、私個人も目標を持つようになりました。
今日は私の目標ということでお話をさせていただきます。私は毎年新しい年を迎えるにあたり
1年間の自分の目標・テーマを決めます。今年の目標は「言葉」です。言葉使いや言葉の大切
さ、あるいは心のこもった言葉などを自らに言い聞かせてスタートしました。何となく話して
いる言葉がどれほど大きな役割を担っているかという事であります。業務上においてもプライ
ベートな会話の中でも、使っている言葉がその場の雰囲気を和ませたり、コミュニケーション
を深めたりと大きな「力」になっている事を大切にしたいと思いました。例えばですが、挨拶
一つにしても、気分の乗らない時、機嫌の悪い時など、気持ち良くは伝わりません。本当の気
持ちが伝わらないだけではなく、反対に嫌な気持ちにさせてしまうことさえあります。しかし
今年も、もう半年以上が過ぎてしまいましたが、私自身実践が出来たかというとほとんど反省
ばかりであります。こんな話を以前、ある先輩にしておりましたら、 近になってその先輩が
「面白い作文があるよ」と言って、ある作文を教えてもらいました。中学生の作文ではありま
すが、非常に良いことが書かれてあると思いましたので、ここでご紹介したいと思います。
（中学生の作文を紹介）
この作文のように私たち大人ももっともっと言葉の大切さを意識しながら日常生活を送りたい
もので、 近凶悪な事件を目にするたびに人間の心と心のつながりが随分薄くなり、切れてし
まっている事を実感しています。「心のつながりの回復」には、やはり一人一人の心のこもっ
た言葉の力が大切だと感じています。これからも、奈良大宮Ｒ．Ｃ．の一員として心のこもっ
た言葉の力で社会に貢献できる大人になれるように頑張っていきますので、よろしくお願いし
ます。
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清岡義教 会員

皆様、こんばんは。新入会員の清岡でございます。本日は卓話の機会を頂き誠に有難うござい
ます。私のプロフィール、私とロータリークラブとの出会いや関わりなどご紹介させて頂きた
いと思います。本日、8月5日は私にとって、運命の日でもあり、大きく私の人生観が変わった
日でもあります。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、5年前の今日は私の兄がなくなっ
た日なのです。その日を境に私は実質的に清岡家の長男になり、現在の会社の代表取締役にな
ることを決意した日でもありました。しんみりする話をするつもりは決してないのですが、本
日、めぐり合わせで卓話の機会を頂いたのは、天国にいる兄や父に対する報告でもあるのかな？
とも思っておりますので、しっかり話できるようにしたいと思います｡
私は1975年、昭和50年3月20日に奈良市内の病院で生まれました。父は天理出身で農家育ち、
母は奈良市出身で材木屋育ち。共に奈良県出身でございます。私も生粋の奈良っ子として産ま
れ育ちました。兄が生まれ、私は二人目なのですが、二人目は女の子だと思っていたらしく、
名前の候補は多くが女の子であったと聞いております。ですので、男の子であった私が生まれ
た時、名前をどうするか慌てたらしいのですが、祖父と父の一宇をもらい「義教」という名前
になりました。私自分でもこの名前を気に入っております｡
私は産まれてから中学校卒業まで父の生まれ故郷であります天理で育ちました。天理と言って
も広い街ですが、その中でも山や川、田んぼや畑に囲まれた本当にのどかな町でのびのびと育
ちました。子供の頃は、いたずら好き、スポーツ好きな少年でした。いたずらと言えば、定番
のスカートめくりやピンポンダッシュをしてはよく怒られておりました。今、こんな事をする
と、大変ですね。また私は、よしもと新喜劇が非常に好きでした。当時、毎週土曜日の正午か
ら始まる吉本新喜劇にはまり、半日授業が終わるとTVを見るために走って帰り、TVを見ていた
記憶があります。また、スポーツは小学校低学年から良くわからないまま、父の勧めで剣道を
習っておりました。剣道は汗臭く、道着も重く、女の子にもモテないスポーツで自分でもどう
かと思いながら続けていました。また練習では体当たりしては跳ね返されるばかりで 初は全
然面白くなかったのですが、試合でいい結果を残せるようになってからは、負けず嫌いの気持
ちからか、絶対優勝したいと思うようになりまして、当時所属していた天理道場以外にも休日
には鴻池道場にも足を運び、一生懸命に練習し、県大会では優勝できるまでになり、奈良県選
抜にも抜擢されるようになりました。剣道をしている中で一番好きだったのは、練習後の瞑想
の時間でした。瞑想とは練習の 後に静かな時間の中でその日を振り返り、心を落ち着けるの
ですが、剣道を辞めた今でも一人静かな部屋で精神統一を行ったりしています。
地元の中学校に進学したのですが、その中で特に記憶に残っているのは父がＰＴＡの会長を務
めており、会長としてのスピーチをするのですが途中で記憶が飛び、言葉に詰まった事を級友
に笑われ、勝手に清岡という名前が広がったことです。その後、高校、専門学校と進み東京で
仕事に就き、2年くらいで帰ってきて、ＲＹＬＡなどに参加するのですが、子供の頃には父が
この奈良大宮Ｒ．Ｃ．に所属しておりましたので家族例会にも参加しておりました。そのとき
の写真をテーブルに置いてあります。その写真は私が8歳の時で、懐かしいと思われる方もい
らっしゃるのではないでしょうか？また、22歳の時にＲＹＬＡに参加させて頂きました。その
時Ｒ．Ｃ．の青年組織であるローターアクトクラブに誘われ、大和郡山ローターアクトクラブ
に30歳まで所属しておりました。27歳ではローターアクトの会長を、28歳の時には地区副幹事
などを歴任しました。地区副幹事の年は、奈良Ｒ．Ｃ．がガバナーを輩出され、100年会館で
Ｒ．Ｃ．地区大会を実施されました。その時100年会館前の「友愛の広場」で実行委員長とし
て和太鼓の演奏などを行いました。小さい頃から父がロータリアンであったこともありロータ
リー活動にはなじみがありましたので、6月に入会させていただいたときも本当に嬉しく思い
ました。これから仕事や多くの方との出会いを通じてもっと大きく成長し、すばらしい人間に
なって行きたいと思いますのでよろしくお願いします。
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9

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１９８回 登山報告

石鎚山（1982ｍ）・剣山（1955ｍ）

（日 時） 平成26年7月19日（土）～21日（月）
(参加者) 麹谷・飯田・小池・計良・向井・東田

7月19日新大阪駅7時35分発、宇多津駅9時6分着後レンタカーで移動、15時15分本日の目的地
「国民宿舎 石鎚」に到着。
20日は3時起床、ヘッドランプの光をたよりに4時より歩き始める。5時半頃には雲の上から太
陽が輝きましたが、終日曇りがちの一日でした。二の鎖小屋からは、鎖場を敬遠し、迂回路
を頂上へと登り6時35分弥山頂上に着きました。西日本 高峰石鎚山（天狗岳）は1982mです。
通常頂上は弥山1974mを指し石鎚神社頂上社も弥山に、鎮座されています。
朝食後下山準備を始めた時、みる間に霧が晴れ大きく視界がひらけ目の前に天狗岳が現れ、
その勇姿に感激しました。7時25分下山開始、9時20分に登山口に到着しました。9時40分石鎚
山を出発し、石鎚山スカイライン・国道33号線を松山へ向かい、松山から高速道路に乗り徳
島自動車道の美馬ＩＣへ。13時15分美馬ＩＣを降り、国道483号線を剣山へ向かう、国道なの
に途中2車線道路が狭い1車線になる道中でした。連休中のためか車も多く、中型バスも何台
かと、ぎりぎりのすれちがいを繰り返し、剣山登山口に15時35分着。登山口の見の越から西
島まで登山リフトを利用しました。西島から剣山頂上までは、種々の登山ルートがあります
が、 短コース（尾根コース）を登りました。頂上は植物保護のため、広い木道が敷設され
ていて、自然環境は強力に保護されていました。頂上の三角点も広い木道にかこまれた中央
にあり、触れる事ができず少し淋しい想いでした。
17時登山口の見の越に下り、坂出グランドホテル19時10分到着。一日で四国 高峰石鎚山弥
山1974mと第2峰剣山1955mを踏破しました！
21日、朝5時20分ホテルを出発、讃岐富士に登り8時20分ホテル帰着。朝食後帰路につき15時3
5分新大阪到着、解散した。

（麹谷：記）
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ニコニコ箱 本日計 50,000円 累計 398,000円

福本良平 君 暑中お見舞申し上げます。岡さん、南谷さん、今後の御活躍を期待いたしま
す。

高辻良成 君 岡さん、南谷さん、入会おめでとうございます。自画自賛になりますが、奈
良大宮ＲＣはとても居心地よく、また、勉強になるクラブです。エンジョイ
してください。河野さん、清岡さん、卓話ご苦労さまです。

南谷正仁 君 本日ロータリーに入会させて頂きました。よろしくお願い致します。
岡 中 君 入会できた事うれしく思います。今後共よろしくお願いします。
武藤廣茂 君 本日は、南谷さん、岡さん、入会おめでとうございます。今後共、長いお付

き合いよろしくお願い致します。
市田富久夫君 岡様、南谷様ご入会おめでとうございます。末永いお付き合いを宜しくお願

いします。
松岡弘樹 君 今日から燈花会がはじまります。天候に恵まれ、奈良の街が活性化します様

に！！岡さん、南谷さん、入会おめでとうございます。よろしくお願いいた
します。

清岡義教 君 本日は新入卓話の機会を頂だい致しまして有難うございます。緊張気味です
が精一杯お話しさせて頂きます。

谷川千代則君 清岡さん、河野さん卓話楽しみにしてます。
平野貞治 君 2週間程バルト海をただよって来ましたが、帰るとほんとに暑いですね。ガバ

ナー様、幹事長様、公式訪問ご苦労様です。皆様暑さに負けず頑張って下さ
い。

小西敏文 君 矢追さん、井上さん、中條さん、昨日は大変お世話になり有難うございまし
た。ロータリーの友情に感謝します。

中奥雅巳 君 8月9日までに台風がどこかへ行きますように！ニコニコ協力
土谷宗一 君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
植倉一正 君 今月も、ニコニコにご協力、よろしくお願い致します。

次週の例会 平成２６年８月２６日（火）

卓話 奈良市観光大使交流会 会長 村内 俊雄 様
演題 「観光と教育」（予定）

●会報・IT委員会/辻本和弘 小原靖浩 植倉一正 鈴木譲 野末勝宏 webmaster/辻本和弘


