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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37回 4月10日
通算1873回

◎会員総数 ６５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)

２２名
◎本日出席 ４８名
◎本日欠席 ９名
◎本日出席率８４．２１％

第35回 3月27日
通算1871回の修正

◎欠席者 ８名
◎免除者の欠席者 １０名
◎欠席者の補填者 ９名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９８．２１％

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

例会プログラム

第38回4月22日
通算1874回

家族親睦例会

１．開会点鐘

２．ソング

３．会長挨拶

４．委員会報告

５．幹事報告

６．閉会点鐘

次回の例会

2018年4月24日（火）

卓話：ディライト株式会社

代表取締役 出口哲也 様

演題：「喜び上手、

喜ばせ上手」

会 長 の 時 間 ◇藤井会長
それでは会長の時間とさせていただきます。

本日は皆さんにお礼でございます。土曜日曜
と地区大会がございました。日曜にはメンバー
の多くの方にご出席いただき、本当に感謝申
し上げます。今年は３時間ぶっ続けの地区大
会で、 後に実行委員長が「帰られる方が少
なかったです。よかったです。」とおっしゃっ
ており、非常にタイトな地区大会であったよ
うな気がしますけど、非常に内容は良かった
です。それと先週６日に春の交通安全週間が

ございました。その時にも、多くの方にご出席いただきました。
いままだ交通安全週間でございますので、気をつけて運転をし
てください。それと今、奈良県地域振興部文化振興課伊藤様が
来られています。と言いますのは、北河原ガバナー年度にロー
タリーデーをさせていただきました。

本 日 の お 客 様

・楠岡麻純 様（株式会社こふれ デザイナー）
・那須 愛 様（株式会社こふれ グラフィックデザイナー）

ビ ジ タ ー 紹 介

◇大阪大淀RC 西尾 誠一郎氏
（バナー交換）
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その時私副幹事長をさせていただき、ムジークフェスト奈良にもいろいろご協力を頂戴
しました。で今回、手を広げすぎてなかなか参加者が集まらないということで一度話を
聞いていただいてご協力をお願いしたいと思います。

（奈良県地域振興部文化振興課伊藤様「ムジークフェスト奈良」のお話）
失礼いたします。奈良県の文化振興課伊藤と申します。本日は

お時間頂戴いたしましてありがとうございます。本日はお手元に
お配りしております「ムジークフェスト奈良」のＰＲをさせてい
ただきたいと思います。まずこのムジークフェスト奈良ですが、
今年で７回目になります。今回有料のコンサートを計画している
のですが、今現在売れ行きが全く芳しくない状況でございまして、
今回ここに泣きつきに来たということでございます。無料催事は
たくさんの方に来ていただいて、地域おこしと言いますか、地域
の振興にお役に立てて、なおかつご年配の方々にお出かけいただ
くことによって健康増進を図っていくような効果もあるので良い

のですが、有料催事で一流のアーティストを呼ぶということになれば、やっぱりお金も
必要でして、そのお金を設定しながら計画を立てております。今年はフランスから３団
体のアーティストとハープ奏者１名で来ていただいております。是非この機会を逃さず
に聞いていただいたらありがたいと思っております。本当に人助けと思っていただきま
して、是非ともチケットの購入をお願いいたします。購入につきましては、裏面のとこ
ろに購入方法のご説明がございます。ただ今回こういうかたちでお邪魔しておりますの
で、「法人でまとめて買ってあげるよ」というお話がございましたら、文化振興課伊藤
まで直接ご連絡ください。そうしましたら直接、郵送させていただいて振込先をお伝え
させていただきたいと思います。是非とも皆様のご協力の方お願いいたします。

（藤井会長）
そういうことでございます。皆さんのご協力をお願いします。以上でございます。

賀寿のお祝い ◇有井氏のあいさつ

ありがとうございます。なんか６０歳になったか
なあと思っておるんですけど。
そんなことで素晴らしいネクタイだそうでございま
すので、皆さんに感謝申し上げます。むしろニコニ
コの方が高かったかな。ありがとうございます。



3

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次週例会の予定 2018年4月17日（火）は休会
4月22日例会振替 「家族親睦例会」
場所：奈良ホテル 16：30受付17：00～19：30

・4月17日東京恵比寿訪問の件もう一度報告

委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞野末委員 ・出席報告
◇ニコニコ委員会＞辻本委員 ・ニコニコ報告
◇次年度報告他＞武藤エレクト・次年度ガバナー訪問の件、

・インターアクト特別委員会開催の件
◇40周年準備委員会＞有井委員長 ・事業案報告 開催日2019年1月22日
◇次年度報告＞谷川副幹事 ・次年度委員会構成表及び委員長会議の案内
◇職業奉仕委員会＞倉田委員長 ・アートクラフトフェアーの案内

40周年準備委員会

有井委員長

卓 話

卓話講師：株式会社こふれ代表者
北中正紀氏

演題「○△□の不思議」

ロータリー財団寄付表彰 ポールハリスフェロー

武藤エレクト 谷川副幹事 職業奉仕委員会

倉田委員長

プログラム委員会

冨川委員

清岡会員 河野会員 野末会員
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◆例会変更のお知らせ◆

2018年4月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・４月３０日(月・振替)・・・休会（定款第８条１節C適用）

2018年5月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・５月７日(月)・・・休会（定款第８条１節C適用）

・５月２８日(月)・・・夜間例会の為、時間・例会場所の変更
時間：18：30～19：30
場所：グランドサンピア奈良

（大和郡山市高田町92 TEL：0743-51-1120）

■京都山城ロータリークラブ■
・５月９日（水）→５月１２日(土)に変更

京都城陽ＲＣとの合同例会の為、移動例会、例会場所・日にち変更
場所：八百忠 別館

※ビジター受付：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。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・５月１０日（木）・・・ビジター受付は行いません。

■橿原ロータリークラブ■
・５月２５日（金）・・・郡山安積ＲＣ（福島県）との友好クラブ

締結調印式為、時間変更
時間：18：00～

※ビジター受付：5月25日(金)12：00～12：30までDAIWA ROYAL HOTEL
THE KASHIHARA(旧名称：橿原ロイヤルホテル)
フロント横にて行います。

●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

ニコニコ箱 本日計 44,000円 累計 2,226,181円
西尾誠一郎君（大阪大淀RC）初めて寄せて頂きました。よろしくお願い致します。

P.S.北中さん、卓話楽しみです。
藤井正勝 君 地区大会また春の交通安全に多くの方がご参加いただき感謝申し上げま

す。北中正紀様、本日の卓話楽しみにしております。ありがとうござい
ます。

有井邦夫 君 傘寿の御祝に感謝致します。
冨川 悟 君 北中さま、本日の卓話ご苦労さまです。よろしくお願いします。
中村信清 君 平野先生、金星さん、今日はご迷惑をお掛けしました。
西村甲児 君 本日、息子が東大寺学園中学に入学しました。

お世話になった方に感謝です。
武藤廣茂 君 今週新入園児が入園しました。又賑やかになりました。

本日の卓話よろしくお願い致します。
ニコニコ協力 小西敏文 君 谷川千代則君 堀内眞治 君 増井義久 君

水野憲治 君 山口尚紀 君


