
会 長 報 告

この会場での例会に参加するのは私は初めてなのですが、なかなか
重厚な感じで、たまには次年度、この部屋を使って頂いても良いん
じゃないかと思います。
・ＲＩ世界大会にご出席頂きました皆様、本当にお疲れ様でした。
また色んなお話を聴かせて頂ければと思っております。
・後程北河原ガバナーからお話がありますが、ロータリーデーが今
週の金曜日に行われます。地区の半分近くのロータリークラブから
協賛を頂いておりまして、収入目標をなんとかクリアしたというこ
とで、無事進めることができる状態となっております。それと、当
日参加頂く方は、谷村新司の公演が始まるのが18：30ですが、
17：00-18：30まで来られる皆様を誘導するという簡単な仕事です
が、そういう役目をして頂きたいと思いますので、17：00に来て頂
ければ有難いと思っております。

委 員 会 報 告

RID2650：北河原ガバナー
ちょっとだけ時間を頂いて、実は、今度の家族例会の時にも少しご
挨拶をさせて頂く予定をしておるんですけれども、だいぶ先が見え
て参りましたので、なかなか皆さんの前でお話をする機会がござい
ませんでしたので、少し時間を頂きます。先ほど福本会長がおっしゃっ
たように、この19日はロータリーデーということで、この地区にとっ
ては 後の大きな行事という事になります。色々と皆さんにもお世
話を頂いておるかと思いますが、なんとか成功裏にこのロータリー
デーが終了できたらな、と思っております。どうかよろしくお願い
したいと存じます。
それからサンパウロの国際大会にご参加を頂きました皆様、本当に
有難うございました。私も、話には聞いておりましたが、やはりブ
ラジルは遠いと実感致しました。行き帰りだけで本当に一日以上の
時間がかかるということで、本当に遠い所だと思った次第ですが、
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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44回 6月16日
通算1743回

◎会員数 ７７名
◎出席規定免除者数

２６名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ９名
◎出席者 ６２名
◎出席率 ８７．３２％

第42回 5月26日
通算1741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 ２＋８名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ９４．２９％

例会プログラム

第45回6月21日

通算1744回

１．開会の点鐘

２．ソング「汽車」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．家族親睦例会

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」



本会議前の日の地区ナイトに参加した人数は30名少し、31-32名だったと思いますが、名簿を
頂いて人数は把握できておりますが、実際に本会議に参加して頂いた人数は地区では実は未だ
把握できておりません。実際に地区ナイトに出られずに本会議に出られている方もおりました
ので、この地区から何名行かれたのかということはガバナー事務所に聞いておりますと、例年
早ければ7-8月頃にＲＩから報告が来るという話でしたので、この地区から何人行かれたかと
いうことは未だ今の所皆様にご報告できないですが、何れにしましてもブラジルの世界大会と
いうことで、本会議の始まる前には、延々とブラジルの地区大会でもありましたがサンバの演
奏と踊りが舞台の上で続いて繰り広げられておりました。正直、会場の中で音ががんがん響い
ておりましたので、もういい加減辞めて欲しいなと思っておって、会議が始まって欲しいと思っ
ておったのですが、結構長くサンバがありました。本会議に入りましたら、エイド役の方が進
行で始まってゲイリー.C.K.ホァン会長の挨拶、コメントがあった訳ですが、その中で私が一
番印象に残っているのはポリオの事ですが、ご承知のようにロータリーはポリオ撲滅に取り組
んでおりますが、昨年来ポリオの常在国としてナイジェリア・アフガニスタン・パキスタンと
いう国が挙がっていたのですが、この間のゲイリー.C.K.ホァン会長のメッセージの中で、ナ
イジェリアが常在国から消えたということを言われました。ですので、常在国としてはアフガ
ニスタンとパキスタンの2国ということになった訳です。そういう意味で、会長も力強く、
「あと僅かだ」ということをおっしゃいまして、我々にはっぱをかけておられました。長年ロー
タリーが取り組んでおるプログラムですので、是非撲滅が実現できればいいな、と私たちもそ
のメッセージを聞いて感じております。そういうことでは、我々のクラブに於いても皆様方に
於いても、ポリオ（撲滅）に協力をして頂いている訳ですから、やはり有益なことをしている
と感じました。そしてもう一つ、この地区では、ガバナーを出したクラブは、いつもその後会
員が減少しているらしいです。これは、漏れなくというとおかしいですが、色々なクラブから
ガバナーを出しておられますが、そのガバナー年度が終った途端に会員が減少しておる、と聞
いております。うちのクラブでも、私は仄聞ですが、そういうような噂があると聞いたのです
が、できるだけうちのクラブはそういう事はなかったと、他所のクラブとは違うんだ、流石奈
良大宮だという風に思ってもらえるような、そういうクラブであれば非常に有難いかと私は実
は思っておりました。他所のクラブと同じように、ガバナーを出した所はやっぱり同じことか、
ということではクラブとしても非常に恥ずかしいことだと思っております。そういう意味で、
是非皆様にもそのことをお伝えしておきたいと思って、ここでコメントをさせて頂く時間を頂
いた訳です。どうかひとつあと僅かなガバナー年度ですが、 後までよろしくお願いしたいと
思います。

親睦活動委員会：中奥委員長
・今週日曜日に、年度末家族親睦例会が奈良ホテルで行われます。時間はいつもの例会と同じ
で、夕方17:30-開始でございます。親睦活動委員会が、皆さんに楽しんで頂けるように、色々
と企画しておりますので、ご参加、よろしくお願い致します。服装は、日曜日ですので、カジュ
アルな服装で良いかな、と思っております。
・もう一点、第4・5回の親睦ゴルフコンペがございます。6月26日（金）27日（土）参加頂く
方には状差しに案内を入れておりますが、 後のゴルフを楽しみたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願い致します。

髙野副幹事
次年度第1回目の7月7日の例会の時に、中澤ガバナーがいらっしゃいます。その前に、6月30日
例会の前に、夕方16：00-倉本ガバナー補佐にお越頂きまして、クラブ協議会を開催致します。
16：00-この下の若草の間で開催致しますので、出席頂きますようお願い致します。特に理事
役員、委員長の皆さまには、本日状差しに案内を入れておりますけれども、委員長ご欠席の場
合は必ず副委員長もしくは委員会メンバーにご出席頂きますようお願い致します。

幹 事 報 告

・次週23日の例会は、21日の家族親睦例会の振替えとなりますので、例会はありません。
・増井会員が体調不良のため、高の原中央病院に入院されました。6月11日に、福本会長、植
村副会長、中奥親睦活動委員長、私の4名でお見舞いに伺いました。経過は順調で、すこぶる
お元気な様子で、来週には退院される予定です。
・昨日、土谷会員から連絡があり、退院されました。今後はご自宅から通院治療されるようで
すが、体調が芳しくなく、しばらく例会はお休みされるとのことです。たくさんのお見舞いや、
お電話をいただいた事、会員のみなさまによろしくお伝えくださいとのことでした。
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＜退会会員挨拶＞

松岡弘樹 君
北河原年度が終るから退会する訳ではないのですが、この6月26日で、銀行の株主総会で退任
することになりました。そんなことで併せまして、クラブの方も本当に申し訳ないのですが、
退会させて頂くことになりました。平成20年の7月に入会させて頂きまして、ちょうど7年間だっ
たと思います。本当にクラブに貢献できず申し訳なかったのですが、本当に皆さんにとお知り
合いになれまして、非常に楽しく充実して過ごすことができました。家内共々感謝申し上げる
次第でございます。いろいろたくさんの思い出がありますが、一つ挙げますと、震災がありま
して、当時何とか一度被災地を訪れて手でも合わせたいと思っておりましたがなかなかそんな
機会もございませんでしたが、ちょうど北河原さん始め東大寺の皆さんが石巻大川小学校へ弔
問なさるということで、クラブの皆さん方と一緒に随行させて頂きました。現地で小学校です
ので、お子様を亡くされたご遺族の方とお会いして直接話を聴くことも出来ました。本当に貴
重な体験をさせて頂きました。ロータリークラブならではというそんな想いが致しました。本
当にいろいろな思い出がたくさんあるのですが、本当に何も貢献できず心苦しい事ですが、長
期間にわたりましてお世話になり、本当に有難うございました。
今度の職場は、南都リースにまいります。銀行の子会社で
ございまして、私もまだなんのこっちゃか分らないんです
が、いろいろなリースをやっておりまして、どうかまたご
案件がございましたら、まぁ、ロータリーで仕事の話をし
ちゃいかんのですが、金融サービスの提供ということでしっ
かり取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いした
いと思います。

福本会長
（記念品授与）
どうも有難うございました。

年 間 報 告

本年度の年間報告を各委員会より行われました。
詳細については「概況報告」をご覧下さい。
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中村

会員組織常任委員長

渡辺

会員選考委員長

市田

会員増強委員長

高木

職業分類委員長

飯田

ロータリー情報委員長

多田

クラブ研修リーダー
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石野

職業奉仕委員長

中嶌

社会奉仕委員長

水野

青少年奉仕委員長

佐川

国際奉仕委員長

潮田

ロータリー財団委員長

小西

クラブ広報常任委員長

楠下

雑誌・広報委員長

辻本

会報・ＩＴ委員長

植倉

ニコニコ副委員長

中奥

親睦活動委員長

北神

姉妹・友好担当委員長

楠木

プログラム委員長

多田

出席委員長

西口

ソング委員長



サンパウロ国際大会
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ニコニコ箱 本日計 49,000円 累計 2,764,600円

小西敏文 君 サンパウロでの世界大会に一緒に参加した中條さん、谷川さん、武中さん、
野﨑さん、大変御世話になりました。記憶に残る楽しい旅でした。

中條章夫 君 ロータリー国際大会に参加してきました。小西さん谷川さん野﨑さん武中さ
ん大変お世話になりました。ありがとうございました。

潮田悦男 君 ブラジルより無事帰ってきました。
野﨑隆男 君 先般ブラジルサンパウロ国際大会に参加してきました。

小西さん、中條さん、谷川さん、武中さん、10日間色々とありがとうござい
ました。思い出に残る旅行でした！

松岡弘樹 君 本日をもって退会させていただく事になりました。本当に長い間お世話にな
り家内ともども大いに感謝です。新しい職場で総合金融サービスに取組んで
まいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

中嶌 大 君 クラブから息子の結婚のお祝いを頂戴致しましてありがとうございました。
楠原忠夫 君 先日は、結婚記念日のお花ありがとうございました。また、箸尾さんお世話

になりました。
中村信清 君 6月25日は菅原道真公の誕生祭です。当日は午後1時より鷽替え神事を行いま

す。
佐川 肇 君 明日17日に漢国神社で三枝祭りが行われます。四条清和流の包丁式が10時半

からとり行われますので、お時間のある方は是非ご覧下さい。
橋本和典 君 連続例会欠席のお詫び
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
野末勝宏 君 ニコニコ協力
植倉一正 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力

次回の例会 ２０１５年６月３０日(火)

友愛例会

●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


