
会 長 報 告

先ず、地区より、ロータリー希望の風奨学金の寄付支援の礼状が参っ
ております。ご報告させて頂きます。
先日南都経済研究所が南都月報というのを出しておられまして、そ
れを見ておりましたら、建築物の高さについて載っておりました。
いま奈良にホテルがなかなか来ないのは高さが取れないからではな
いか、そういう理由も言われたりしておったんですが、現実にホテ
ルも作られたりして、今迄日本で一番奈良が客室数は少なかったと
言われておりましたが、かなり増えてきているようです。高さに関
しましては、奈良で一番高いのは日航ホテルの46ｍのようです。全
国の都道府県の一番高い建物の中で奈良の建物が一番低いと言われ
ております。景観的な意味に於いては低い方が良いのかな、とは思
うのですが、その分経済的な地盤の弱さというのもあるのかな、と
思います。ただ、奈良を守る者においては、やはり観光地として高
さを守るのも大事かな、と。ただ北河原ガバナーが提唱されます東
大寺の東塔の七重塔（100ｍ）が将来奈良で一番高いモニュメント
になるのではないかと楽しみにしております。
そして今日の例会ですが、8月に家族例会を開催する予定が台風の
為中止になりまして、急遽奈良ホテルで月見例会という形で出来な
いか、と親睦活動委員会にお願いしましたら、時間的に難しいとい
うこともありご家族をお呼びする事も出来ない、ということで本当
でしたら先週がちょうど仲秋の名月でちょうど良い時だったので先
週にやりたかったのですが、プログラムの関係上そのようにできま
せんで、今日は月見例会ではないのですが、その代わりの形で新入
会員の歓迎を兼ねた例会ということで、開かせて頂きました。よろ
しくお願い致します。有難うございました。
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2014-15年度当クラブテーマ

『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11回 9月16日
通算1710回

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 ９名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ８８．００％

第9回 9月2日
通算1708回の修正

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 １２名
◎補填者 １＋６名
◎出席者 ７０名
◎出席率 ９５．８９％

例会プログラム

第12回 9月30日

通算1711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．卓話

一般財団法人たんぽぽの家

理事長 播磨靖夫様

「障害・アート・その未来」

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」



委 員 会 報 告

親睦活動委員会：中奥委員長
・本日の新入会員歓迎会、どうぞよろしくお願い致します。
・ゴルフの案内をさせて頂きます。9月25日（木）第1回目の親睦ゴルフをさせて頂きます。
9：20集合でムロウ36ゴルフクラブでございます。出席者の方には状差しに組み合わせを入れ
ておりますので、どうぞよろしくお願い致します。来週が休みですので、ご案内するのが今日
だけになりますので、お忘れにならないようにお願い致します。

クラブ管理運営常任委員会：植村委員長
明日から第1回の情報集会が始まります。若干変更がありましたので、お知らせいたします。
先ず、「奈良ホテル」(1班)副班長が小原さんから宮西さんに替わりました。「桃谷楼」（2班）
が武藤さんから平方さんに替わりました。「物集女」（4班）が宮西さんから小原さんに替わ
りました。ということで、該当する班の方は何か変更がございましたら副班長にお知らせ頂き
ますよう、よろしくお願い致します。尚、5班の「志希」につきましては14名の定員と言って
おりましたが、現時点で12名になっておりますので、もし9月24日しかダメだという方がいらっ
しゃいましたら後2名行けますので、担当の市田副班長にお知らせください。どうぞよろしく
お願い致します。

情報集会・第1班：石野班長
明日、第1班の情報集会をさせて頂くのですが、会場の案内をしておりませんでしたので、ご
案内致します。「桐の間」で行いますので、13名のご出席のお返事を頂いておりますので、出
席される方は宜しくお願い致します。

ワイン同好会：谷川会計
昨年ワイン同好会を発足しておったんですが、なかなか活動できなかったんですけれども、第
1回目のワイン同好会の会が決まりました。10月14日（火）例会終了後、奈良ホテルの菊の間
で開催致します。いろいろこちらのソムリエの神崎さんの方からワインの話を聞きながら美味
しいワインを頂こうかと計画しております。会費は10,000円になっております。本日から回覧
致しますので、出席して頂ける方は是非宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

次週は休会になりますので、例会はお休みになります。二週間後にまたこの場でお会いしましょ
う。
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９月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
３日 石野捨雄 君 ４日 多田 実 君 ５日 潮田悦男 君
７日 植村将史 君 １９日 森山斗福 君 ２１日 橋本和典 君

★結婚記念日★
１０日 飯田二昭 君 １１日 藤井正勝 君 １６日 西口栄一 君
２８日 橋本和典 君 ２９日 森 完二 君
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２０１３～２０１４年度 出席表彰

●ホームクラブ１００％出席者●
植倉一正 君、楠木重樹 君、楠原忠夫 君、小西敏文 君、高辻良成 君

●出席率優秀者（１２０％以上）●
225.53％ 北河原公敬君、223.40％ 有井邦夫 君、210.64％ 武藤廣茂 君
193.62％ 宮西正伸 君、144.68％ 冨川 悟 君、144.68％ 橋本和典 君
140.43％ 藤井正勝 君、138.30％ 植倉一正 君、136.17％ 小西敏文 君
136.17％ 谷川千代則君、129.79％ 楠原忠夫 君、129.79％ 高辻良成 君
125.53％ 市田富久夫君、123.40％ 植村将史 君、123.40％ 弓場裕史 君
121.28％ 多田 実 君、121.28％ 井上正行 君、121.28％ 増井義久 君

●複数年皆出席者●
・中嶌 大 君（２０年）
・植村将史 君（１５年）
・小西敏文 君（１５年）
・松岡弘樹 君（ ５年）



新入会員歓迎親睦例会
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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２０１回 登山報告

大峰山登拝と龍泉寺内陣護摩供

（日 時） 平成26年9月7日(日)
(参加者) 小池恭弘、飯田二昭、楠原忠夫、森下泰行、中嶌大、向井毅、東田幹章

北河原公慈、麹谷瀞

5：00 バスにて新大宮を出発
7：00 洞川清浄大橋
7：05 女人結界門大峰山入峰
8：40 中間地点の役の行者お助け水湯
9：40 表行場 鐘掛岩、小池恭弘大先達の下に中嶌大新客、北河原公慈新客勤修
10：10 西の覗き行場、向井毅中先達の下に北河原新客勤修
10：40 龍泉寺宿坊にて朝食
11：20 中嶌様、北河原様が山先達の案内で裏行場の勤修に向い、本隊は大峰山寺へ
12：00 一同揃って大峰山寺本堂参拝
12：10 下山開始。洞辻茶屋で寸時の休憩
14：30 清浄大橋
14：50 龍泉寺にて護摩供を厳修し、先達免許を拝受。向井毅大先達、東田幹章中先達。

次に水行。一丸旅館にて冷たいビールを楽しんだ後、バスで奈良へ。
新大宮で慰労会。

（麹谷 記）
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次週の例会 平成２６年１０月７日（火）

クラブ討論会（職業奉仕委員会担当）

卓話 佐藤薬品工業株式会社 代表取締役社長 佐藤 進様
演題 「三方善の経営」

●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

例会変更のお知らせ

10 月 ■京都山城ロータリークラブ■
・１０月１５日（水）・・・・定款第6条大1節(C)による、休会。
☆１０月１７日と案内しておりましたが、日にちの訂正を致します。
※ビジター受付：行いません。

ニコニコ箱 本日計 49,000円 累計 715,000円

中嶌 大 君 新入会員 南谷さん、岡さん、これからのご活躍ご期待致します
多田 実 君 65才になりました。年金をもらえる年令となりました。長生きして支払分の

年金を取り戻すようにしたいと思います
飯田二昭 君 結婚記念日のお祝の花、有難うございました。
潮田悦男 君 誕生日のお祝い、ありがとうございます。
橋本和典 君 誕生・結婚 ダブルのお祝い有難うございます。
植村将史 君 誕生日のお祝いありがとうございます。又、1年頑張ります
西口栄一 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。ニコニコ。
市田富久夫君 私事ですが・・・ある調べ事をしていたら今までその存在を知らなかった伯

父がいることが判りました。母の兄にあたる方で2才の時に養子にでたそうで
す。伯父はロータリアンとのことでネット検索してみると、2570地区にある
クラブに所属されていました。近いうちにビジター訪問してお会いしたいと
思っています。

増井義久 君 西本さん索餅まつりに協力有難うございました。高辻幹事、森山さん、谷川
さん参加頂き有難うございました。

冨川 悟 君 今年度ガバナー月信表紙の写真に写真同好会の写真を採用いただきありがと
うございます。あと9回良い写真を提供したいと思います。よろしくお願いし
ます。

小西敏文 君 ニコニコ協力
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
石野捨雄 君 ニコニコに協力します
德矢和士郎君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
山口尚紀 君 ニコニコ協力


