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2017-18年度当クラブテーマ

・・・『夢を持って』・・・

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2回 7月11日
通算1838回

◎会員総数 ６６名
◎出席義務者 ４２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 ５６名
◎本日欠席 ２名
◎本日出席率９６．５５％

第46回 6月27日
通算1836回の修正

◎欠席者 ６名
◎免除者の欠席者 ９名
◎欠席者の補填者 ３名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９４．９２％

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：藤井正勝 ■副会長：増井義久 幹事：堀内眞治

次回の例会

2017年7月25日（火）

ガバナー公式訪問

会 長 時 間 ◇藤井会長
会長の時間ということで、これが四十

何回も続くかと思うと非常に苦痛にはなっ

ております。昨今夜暑いもので、夜クー
ラーをつけたまま寝てしまい、夏風邪を

引いてしまいました。途中で咳が止まら

なくなるかも知れませんがご容赦くださ

い。今日のラジオで熱中症の方がたくさ
ん出ているとのことです。皆さんどうぞ

ご注意をください。

この時間をどういう風に有効に使おう

かと悩みまして、今までの会長様のいろ
いろなことを勉強させて頂きましたけれ

ども、私の引き出しがあまり少ないものですから、私の職業柄、おも

しろい本があればご紹介しようかな、と思っております。それとまた
今日は何の日ということを折々紹介していきたい、と思っております。

先ず一つ目です。私の取引会社なのですが、創業60周年でこういう

社志を作られました。この中にここに関わっている方は、私はよくは

存じませんが、奈良の桜井の保田與重郎さんともう一人、京都東ロー
タリークラブのチャーターメンバーの平澤興先生が会長として関わっ

ておられます。いろんな卓話、これは会社の社員教育の為の講和をずっ

と集めた本です。その本が、売っていたらどうぞ買ってくださいとお

願いをするのですが、非売品らしいので、この中に一つだけ私がふっ
と思ったのがあります。時間があまりありませんのでもう端的に申し

ますと、昔明治期に、ハワイの王様カラカウア皇帝が日本に来られた

らしいです。これはまだアメリカの州になる前のことらしいですが、
読むと大変になります。この時の時代がたぶん植民地をする時代でし

たので、明治天皇に、「あなたがボスになって纏めてほしい」という

ようなことを仰っている、ということが書かれています。これが「明

治天皇紀」に載っているらしいです。もし興味がある方があればどう
ぞお読みください。

例会プログラム

第3回7月18日
通算1839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．結婚・誕生日御祝

９．会員卓話

松岡嘉平治会員

１０．閉会点鐘
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＜新 入 会 員 入 会 式＞

推薦者（顧問） 多田実 君より紹介
今日から当クラブに入会しました西村甲児さんを紹介します。

7daysで皆さんにはお知らせしていることの再確認になりますが、一

応お知らせします。昭和49年生まれで現在43歳、若い人です。職業

分類は民事弁護士で弁護士をされています。略歴ですが、平成8年に

大阪大学を卒業後、裁判所で勤務された後、平成17年から弁護士を
やっておられます。家族構成は奥様、長男、長女さんの四人家族で

す。結婚記念日は11月24日だそうです。趣味特技等はまたご本人の

口からお伺いしたいと思いますので、こういう形でご紹介いたしま

す。よろしくお願い致します。

新入会員 西村甲児 君より挨拶

只今ご紹介いただきました西村甲児と申します。本日よりこちら

に入会をさせて頂く事になりました。皆様からいろいろご指導いた
だきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。

趣味というのが実はあまりないのですが、先ほどもご紹介頂いた通

り子供が2人おりまして、上の子が小学校6年生なのですが、幼稚園
からラグビー部に入っております。私はいままでラグビーは見たこ

ともやったこともなかったのですが、一緒にやっている内にすごく

興味を持ちまして、いまはトップリーグであったり、もうすぐワー

ルドカップもありますが、そういうラグビーを花園へ見に行ったり
する事を好んでやっております。また8月からトップリーグが始まり

ますので、見に行きたいと思っております。本当になにしろ何もわ

かっておりませんので、これからどうぞよろしくお願い致します。

ロータリー徽章の贈呈 中窪ガバナー補佐→西村甲児君

委嘱状
西村甲児君顧問：多田実 君



3

委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞岡副委員長 例会状況報告
◇ニコニコ委員会＞中嶌委員長 ニコニコ報告
◇青 少 年 委 員 会＞弓場委員長

・9月3日お弁当の日チラシ説明 ・地区青少年交換担当委員長会議報告

◇ロータリー情報委員会＞植倉委員長

・2019年規定審議会提出立法案
◇親睦活動委員会＞市田委員長

・家族親睦例会 9月10日(日)10時西大寺集合（三重・鳥羽方面）

◇地区広報委員会＞髙野委員長

・国際ロータリー第3ゾ－ン戦略計画推進セミナー報告

青少年委員会

弓場委員長

ロータリー情報委員会

植倉委員長

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次回例会予定
・次回例会後、県下ロータリー親睦
ゴルフ大会会議

親睦活動委員会

市田委員長

ク ラ ブ 協 議 会

２５日のガバナー訪問に先立ち、
中窪ガバナー補佐をお迎えして、クラブ協議会を開催いたしました。

委員会活動方針発表

各委員長による、前期活動方針が発表されました。

地区広報委員会

髙野委員長

増井副会長
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ニコニコ箱 本日計 73,000円 累計 157,000円

中窪啓司 様（RID2650 奈良第1グループ ガバナー補佐）
新米の補佐ですのでよろしくお願い致します。

藤井正勝 君 中窪ガバナー補佐様 本日御越しいただき誠にありがとうございます。

御指導の程宜しくお願いします。

北河原公敬君 中窪ガバナー補佐ご苦労様です。平方様本当にお力添えありがとう
ございました。皆様ご支援ありがとうございました。家内に代わりお礼

申し上げます。

武藤廣茂 君 中窪ガバナー補佐様本日はご来訪ありがとうございます。

ご指導よろしくお願い致します。
潮田悦男 君 中窪ガバナー補佐、本日は御苦労様です。よろしくお願いします。

多田 実 君 西村さんの入会を祝して

小西敏文 君 藤井会長、堀内幹事の船出を祝して！1年間頑張って下さい。
本日入会の西村様これからも宜しく。

中井一男 君 今期は台風で出鼻を挫かれたようですが、これからがんばって行きましょう。

福本良平 君 本年度もよろしく

谷川千代則君 第一例会欠席すみませんでした。本年度もよろしくお願いいたします。
潮田さん先日はありがとうございました。

高辻良成 君 潮田先生、先日はありがとうございました。おかげさまでトラがたくさん見れ

ました。

楠原忠夫 君 7/8(土)学習院公開講演受講してきました。北河原さん、麹谷お世話になり
ありがとうございました。

金星 昇 君 暑中御見舞申上げます。

ニコニコ協力 矢追家麻呂君 北神徳明 君 石野捨雄 君 増井義久 君 倉田智史 君
森山斗福 君 南谷正仁 君 河野里志 君 奥田哲也 君 武中洋勝 君

●会報・IT委員会/河野里志 鈴木譲 植村将史 清岡義教 webmaster/河野里志

◆例会変更のお知らせ◆

8 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・８月７日(月)・・・納涼例会の為、時間・場所の変更。
※ビジター受付：8月7日(月)12：00-12：30まで奈良プラザホテル1Fロビーにて

行います。

・８月１４日(月)・・・定款第6条第1節による休会。
※ビジター受付：いたしません。

■京都山城ロータリークラブ■
・８月２日(水)・・・新旧引継ぎ親睦例会の為、時間・場所の変更。

時間 18：00～

場所 すい月
※ビジター受付：8月2日(水)12：00-12：30まで京都府立けいはんなホール1Fにて

行います。


