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2016-17年度当クラブテーマ

『視野を拡げ、地域に奉仕』

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29回 2月21日
通算1819回

◎会員総数 ６７名
◎出席義務者 ４３名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２４名
◎本日出席 ５２名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８６．６７％

第27回 1月31日
通算1817回の修正

◎欠席者 ９名
◎免除者の欠席者 １２名
◎欠席者の補填者 ６名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９４．４４％

例会プログラム

第30回2月28日
通算1820回

１．開会点鐘
２．ソング
３．お客様紹介
４．ビジター紹介
５．会長挨拶
６．委員会報告
７. 幹事報告
８．会員卓話

井上正行会員
９. 閉会点鐘

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ
Club Weekly Bulletin

■創 立：昭和54年1月23日
■例 会：毎週火曜日17:30
■事務所：奈良市大宮町6丁目3-7 中室ﾋﾞﾙ3F

電話 0742-33-8583／FAX 0742-33-8600
■例会場：奈良市高畑町1096番地

奈良ホテル本館 電話 0742-26-3300(代）
■会 長：潮田悦男 ■副会長：武藤廣茂 幹事：宮西正伸

次回の例会

2017年3月7日（火）
卓話講師 大阪重粒子線施設

管理㈱ 取締役 牟田修様

演題「重粒子線治療セミナー」

～重粒子線のがん治療効果と

諸費用について～

会 長 挨 拶 ◇潮田会長
太宰府ロータリークラブからお客様をお迎えいた
しまして、例会を開催させて頂きます。非常に不
安定な温かくなったり寒くなったりする天気が続
きますが、私を含めまして、皆様方、体調をじゅ
うぶん管理して頂いて、もうすぐ春でございます
ので、あともう少しの辛抱で春が来ると思います
ので、本当にもう一度言いますが体調に気をつけ
て頂きたいと思います。

本 日 の お 客 様

川添 廣志 様（太宰府ＲＣ） 塩月 啓司 様（太宰府ＲＣ）
岡本ゆかり 様（太宰府ＲＣ） 圓藤 泰久 様（太宰府ＲＣ）
杉 寛司 様（浮羽ＲＣ）

委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞岡副委員長 出席報告
◇ニコニコ委員会＞中條委員 ニコニコ報告
◇職業奉仕委員会＞中奥委員長 地区職業奉仕講演会開催の案内

（4月16日）
◇次年度理事会報告＞藤井会長エレクト

米山奨学生案内、公式訪問日程案内（7月25日）
および地区補助金使用事業、サイクリング同好
会、インターアクトクラブ検討の件。

職業奉仕委員会
中奥委員長

藤井会長エレクト
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太宰府クラブ創立４０周年記念式典ＰＲ

太宰府ロータリークラブ：川添会長よりご挨拶
本年度太宰府ロータリークラブの会長をしております、川添と申します。また今日は本当に貴
重な時間を頂きまして本当にありがとうございます。太宰府ロータリークラブは、本年度5月23
日、5月で40周年を迎えます。いま太宰府ロータリークラブの過去のことをいろいろ見ておりま
すと、本当に奈良大宮さんとの長いお付き合いをやってきたんだな、とつくづく実感をもって、
読ませて頂き感じさせて頂いております。そういう意味で今年の5月23日に記念式典をするとい
う形になっておりますので、ぜひともたくさんの皆さんにご参加頂きたいと思っております。
今回の会長幹事は若手コンビでちょっと不安というようなことを言われていますが、中身につ
いては心のこもった記念式典にしたいと思っておりますので、皆様宜しくお願い致します。

太宰府ロータリークラブ：塩月幹事よりご挨拶
幹事をしております塩月と申します。いま会長が申し上げてように、40周年記念式典がござい
ます。ぜひ皆さん、お越しください。先日うちの西川会員が会員卓話をしまして、奈良大宮さ
んとうちのクラブの歴史の話しをされました。私もまだ十数年くらいしか経っていないんです
が、昔の、桜と梅を交換されたお話しですとか、奈良大宮とうちがどうして友好クラブとなっ
たか、ということを初めて詳しく聞きまして、感銘を受けました。どうぞよろしくお願い申し
上げます。

太宰府ロータリークラブ：岡本親睦委員長よりご挨拶
太宰府ロータリークラブの親睦委員長を入会3年目でしております岡本と申します。いま会長か
らございましたように、今回40周年を迎えるということで大変な役割をしなくちゃいけないと
緊張感もございますが、会長もおっしゃいましたように、地味ですが、心のこもった40周年を
したいと思いますので、何卒よろしくお願い致します。

太宰府ロータリークラブ：圓藤国際奉仕委員長よりご挨拶
太宰府ロータリークラブの圓藤と申します。本年5月に40周年を迎えます。皆様の多数のお出か
けをお待ちしております。

太宰府ロータリークラブ
川添会長

太宰府ロータリークラブ
塩月幹事

太宰府ロータリークラブ
岡本親睦活動委員長

太宰府ロータリークラブ
圓藤国際奉仕委員長
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2 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
１１日 野末 勝宏 君 １２日 辻本 和弘 君
１６日 河野 里志 君 ２２日 西口 栄一 君
２３日 梅谷 裕規 君

★結婚記念日★
６日 楠下 重郎 君 ６日 小西 敏文 君

１１日 武藤 廣茂 君 １４日 中條 章夫 君
２１日 有井 邦夫 君 ２２日 川端 昇 君
２３日 森下 泰行 君

乾 杯

◇潮田会長

幹 事 報 告

◇宮西幹事
①第８回定例理事会議事録および手続き要覧配布の件。
②川端会員は親睦活動委員会社会奉仕委員会に配属の件。
③入会候補者の告知書を発送する件。
④ロータリー手帳申し込みの件。
⑤長浜北ＲＣの土田良夫会長がご逝去、宮本藤士一会長が就任の件。
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ニコニコ箱 本日計 98,000円 累計 1,883,500円

川添廣志 様塩月啓司 様岡本ゆかり 様圓藤泰久 様（太宰府ＲＣ）
本日はお世話になります。太宰府から4名でまいりました。

潮田悦男 君 太宰府ロータリークラブの皆様ようこそお越し下さいました。
糠谷アヤ様卓話まことにありがとうございます。

宮西正伸 君 糠谷アヤ様、本日の卓話有り難うございます。太宰府クラブの皆様
本日はよろしくお願い致します。

麹谷 瀞 君 川添様、圓藤様、久し振りです。ようこそお越し下さいました。
いよいよ40周年ですネ。記念例会に参加できることを楽しみにしています。

藤井正勝 君 太宰府ＲＣの皆様をお迎えして。
高辻良成 君 太宰府ロータリークラブの皆さま、ようこそお越し下さいました。
冨川 悟 君 太宰府ロータリーの皆さん ようこそ 奈良へ 歓迎します。
小西敏文 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。

太宰府ロータリーの皆様をお迎えして。 ニコニコ
梅谷裕規 君 誕生日お祝ありがとうございます。
北河原公敬君 今年も1266回目の修二会（お水取り）行法が始まりました。

無事行法が満行しますことを祈って。
中村信清 君 来る2月25日は菅原天満宮で新年祭を行います。
市田富久夫君 先日の大宮会では、（鬼のいぬ間に）久しぶりに優勝させていただきました。

ありがとうございました。
北神徳明 君 例会連続欠席をおわび申し上げます。
多田 廣 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
堀内眞治 君 ニコニコ協力
奥田哲也 君 ニコニコ協力
辻本和弘 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 結婚記念日のお花をいただきありがとうございます。

本日もニコニコ協力ありがとうございます。

●会報IT委員会/植村将史 弓場裕史 平方貴之 webmaster/植村将史

卓 話

講師 あや動物病院 院長 糠谷 アヤ 様
演題 「あなたの知らない世界」～動物病院の真実～


