
本 日 の お 客 様

・山内啓三郎 様（東京恵比寿ＲＣ）
・安藤 邦子 様（東京恵比寿ＲＣ）
・小泉 勇 様（東京恵比寿ＲＣ）
・佐竹 律香 様（東京恵比寿ＲＣ）

会 長 挨 拶

先ほどもご紹介させて頂いたように、東京恵比寿ロータリークラブ
からはるばるお越しくださいまして本当にありがとうございます。
時間の許す限り、ごゆっくりお寛ぎ下さいませ。
会長挨拶でございますが、私は神道をやっておりまして、神社を管
理させて頂いております。たかが田舎神主でございますので、大し
たこともございませんが、 初に神社にお詣りする時には鳥居をく
ぐりまして鳥居が所謂結界になっております。それから中に入りま
して、手水屋で手と口を浄めまして、本殿の前まで参拝して、二礼・
二拍・一礼、正式な所作ではそうして願い事をこめて、終わったら
二拍・一礼する、というのが正式な礼儀になっておりますので、お
詣りになったらそのようにして頂いたら結構でございます。
本日はまた、各委員会の前期活動方針を佐川さんから 初にお願い
します。各委員長様は宜しくお願い致します。
以上、会長挨拶とさせていただきます。

委 員 会 報 告

出席委員会：辻本委員長
前回の例会で第一回7月7日の修正報告を行いましたが、1名の方の補
填が確認できませんでしたが、調べてみましたら補填が終了してお
りましたので、修正出席率が100%になりました事をご報告致します。
皆さんのお蔭で本年度第一回の100%達成が出来ました。今後ともど
うぞ皆様の御協力をお願い致します。
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2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

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4回 7月28日
通算1749回

◎会員総数 ７１名
◎出席義務者 ４５名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２６名
◎本日出席 ５６名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８７．５０％

第2回 7月14日
通算1747回の修正

◎欠席者 ５名
◎免除者の欠席者 ５名
◎欠席者の補填者 ３名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９６．９７％

例会プログラム

第5回8月4日

通算1750回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」「我らの生業」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 北河原公敬様

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



国際奉仕委員会：楠下委員長
ネパールの義援金につきましては、年度が跨ってのお願いと言う事で前年度6月～今年度7月ま
でということで、前年度佐川さんがご担当で、今年度は私楠下が担当でございます。7月末で
終了ということになりますので、この例会でして頂けたらと思います。年度の始まりがガバナー
訪問という事で（案内が）遅くなりましけれど、今日（募金箱を）回しますので、寄付を宜し
くお願い致します。パフォーマンスで入れさせて頂きます。出来るだけ紙幣でお願い致します。

大塩会計
前期会費納入のお願いを、7月31日まででお願いしておりました。若干お忘れになっておられ
る方がおられるようですので、7月31日までによろしくお願い致します。

親睦活動委員会：鈴木副委員長
家族親睦例会が、来月8日に行われますが、本日皆さんの状差しに細かい予定を入れさせて頂
きました。集合場所が三カ所ありますが、時間はいずれも15：30出発となっておりまして、間
違いのないようにお願い致します。
場所をそれぞれ申し上げますが、先ず近鉄奈良駅集合の方は春日ホテル前、ＪＲ奈良駅集合の
方はＪＲ奈良駅西口ホテル日航前、近鉄学園前駅集合の方は8番乗り場という事になりますの
で、皆様お間違えのないようにお願い致します。もう一度名簿を回覧致しますので、参加人数
や乗車場所に間違いがないかもう一度ご確認お願い致します。

RID2650 R.L.I.委員会：井上委員
先ほどニコニコで楠原さんからもご挨拶がありましたが、本年度地区R.L.I.委員会の第一回ロー
タリー・リーダーシップ研究会パートⅠが京都文教学園で行われました。例年の如く2650地区
全体では86名の受講者があり、当クラブからは楠原さんが受講されました。楠原さんはちょう
ど私の会長の時にエレクトでしたので、是非とも出席をお願いしたところ、パートⅡ・パート
Ⅲと受講されましたので、今回パートⅠを受講され、これで卒業ということになります。この
R.L.I.はクラブにとって大変重要な、また意義のある委員会でございますので、是非とも受講
生を送って頂けますよう、中村会長はじめ髙野幹事には先ほどもお願いしたところでございま
す。
先ほども話がありましたように、私はR.L.I.委員会の委員でありますので、今年はDLではござ
いませんが、当日行ったところ私の名前が貼りだされておりおかしいと思って訊いたところ、
DLの人数が足りないということで私も当日DLを務めさせて頂きました。

職業奉仕委員会：平方委員長
7月26日に地区職業奉仕担当者研修会に出席させて頂きました。その中で今年度の地区の計画
や方針の説明が有り、その後「職業奉仕の変遷」というテーマで講演がございました。またそ
の辺りの内容につきましては1月の職業奉仕月間のクラブ協議会等で取り上げさせて頂きたい
と思っております。毎年恒例になっております職業奉仕講演会が1月31日（日）に開催されま
すので、詳細は案内が来次第ご案内させて頂きます。是非一人でも多くの方にご参加頂きたい
と思いますので、1月31日（日）空けて頂ければ、と思います。

プログラム委員会：弓場委員長
早いもので来週より8月でございます。今年度プログラム委員会は、卓話が次週ある場合はこ
のように一週間前に予告を入れさせて頂く予定でございます。
次週8月4日にはパストガバナーの北河原公敬様をお迎えしまして、演題は「ガバナー年度を振
り返って」ということでお話を頂戴したいと思っております。2014-15年度国際ロータリー第2
650地区ガバナーとして、「ロータリーは心くばり」のスローガンの下、私たちの先頭に立っ
て活動下さいました北河原ガバナーの年度をクラブのメンバーの皆様と共に振り返って頂き、
今一度心に焼き付けて頂きたいと思っております。そのような内容で卓話を頂戴したいと思い
ます。よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

クラブ事務局ですが、8月5日～16日まで夏休みをおとりになります。何かご用事のある方は来
週例会までに、なるべく早くご連絡を頂きますようお願い致します。
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【東京恵比寿ロータリークラブ】山内啓三郎会長よりご挨拶
東京恵比寿ロータリークラブ会長の山内です。奈良大宮ロータリーク
ラブさんの大変貴重な例会時間を頂戴致しまして、恐縮いたします。
今日参上いたしましたのは、三つございます。
一つは奈良大宮ロータリークラブ中村新会長、また髙野新幹事のご就
任に対しご挨拶、お祝に参りました。
二つ目は、私山内が東京恵比寿ロータリークラブの会長に就任致しま
したそのご挨拶、それから私共東京恵比寿ロータリークラブで奈良大
宮ロータリークラブを担当致しますフォローアップ委員長の安藤もご
挨拶で参りました。どうぞよろしくお願い致します。
三つ目は、私ども東京恵比寿ロータリークラブが今年度20周年を迎え
ます。10月26日が前夜祭、10月27日がウェスティンホテルで式典を行
いますので、皆様大変御多忙とは思いますが、是非東京に来て頂けれ
ば、私ども東京恵比寿ロータリークラブの会員一同大変にうれしく思
います。どうぞよろしくお願い致します。
髙野幹事にお伺いしたところによりますと、奈良大宮さんは当日休会
ということで、東京に行ってやろうかということで大変心強いお言葉
を頂いております。どうぞ皆さんよろしくお願い致します。今日はどうも有難うございました。

髙野幹事
山内会長どうもありがとうございました。
今、会長がおっしゃったように、10月27日は休会にしております。大勢の人数で東京に参りた
いと思いますので、どうぞ皆さん、よろしくお願い致します。
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ガバナー公式訪問のお礼状

前期活動方針の発表（会員組織・奉仕プロジェクト）

本年度、各委員会より、活動方針説明が行われました。
詳細については「概況報告」をご覧下さい。
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佐川
ロータリー財団委員長

福本
クラブ広報常任委員長

森山
雑誌・広報委員長

市田
会報・ＩＴ委員長
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多田
クラブ管理運営常任委員長

野﨑
ニコニコ委員長

門脇
親睦活動委員長

谷川
姉妹・友好担当委員長

弓場
プログラム委員長

辻本
出席委員長

水野
ソング委員長
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例会変更のお知らせ

8 月 ■奈良ロータリークラブ■
・８月１３日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません

■橿原ロータリークラブ■
・８月１４日（金）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：致しません
・８月２８日（金）・・・夜間例会の為、時間・場所変更。
時間 17：30～
場所 近鉄百貨店橿原店屋上ビアガーデン

※ビジター受付：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。

次回の例会 ２０１５年８月８日(土) 移動例会（淀川花火大会鑑賞）

２０１５年８月１１日(火) 振替休会

次々回の例会 ２０１５年８月１８日(火)
卓話 2014-15年度 国際ロータリー第2650地区

幹事長 有井 邦夫 様
副幹事長 武藤 廣茂 様

演題 「ガバナー年度、お世話になりました。」

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

ニコニコ箱 本日計 53,000円 累計 341,000円

山内啓三郎様 ・安藤邦子様・小泉勇様・佐竹律香様（東京恵比寿ＲＣ）
中村会長、髙野幹事、今期宜しくお願いします。

中村信清 君 東京エビスＲＣようこそいらっしゃいました。今後共よろしく願い上げます
髙野 治 君 東京恵比寿ロータリークラブの皆様、本日はお暑いところ、遠路はるばる

お越し下さり、有難うございました。
有井邦夫 君 東京恵比寿ＲＣの皆様ようこそ！
武藤廣茂 君 東京恵比寿ＲＣの皆様、本日は、ようこそお見え頂きました。ごゆっくりし

て下さい。
楠原忠夫 君 7/26(日)ロータリー・リーダーシップ・研究会(R.L.I.)に参加受講して来ま

した。ディスカッションリーダー(D.L.)井上さん、武藤さん、多田実さん
お疲れ様でした。

多田 廣 君 誕生祝ありがとう御座居ました。80才になりました。
橋本和典 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
鈴木 譲 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 ニコニコ協力

事務局休局のお知らせ

■あすかロータリークラブ■
・８月８日（土）～１６日（日）

■橿原ロータリークラブ■
・８月１１日（火）～１４日（金）
※ご用の際はFAXまたはメールにてご連絡下さいますよう
お願い申し上げます。また、留守番電話をご利用頂いても
結構でございます。
ＴＥＬ：0744-28-2801 ＦＡＸ：0744-28-2802
E-Mail：krc@jeans.ocn.ne.jp


