
国際ロータリー第2650地区
2016-2017年度
ガバナー 刀根 莊兵衛(とね しょうべえ)

【ご経歴】
●生年月日：1954年1月21日生
●現 住 所：福井県敦賀市白銀町4番2号
●最終学歴：大阪大学大学院工学研究科

前期課程 卒業(修士)
●職 業：株式会社塩荘 代表取締役社長
●職業分類：駅弁販売

【ロータリー歴】
クラブ関係
1982年3月3日 敦賀ロータリークラブ入会
2001年～2002年 理事 会長

地区関係
2002〜2004年度 地区規定審議員会委員
2004～2005年度 地区幹事長
2006～2007年度 地区手続規則委員長・地区大会決議委員長
2007～2010年度 ガバナー補佐
2009～2012年度 地区マニュアル編集委員会委員
2011年 日本ロータリーＥクラブ2650ガバナー特別代表
2011年～ RLI日本支部カリキュラム委員
2014～2015年度 地区研修委員会副委員長

その他
ロータリー財団 メジャードナー、ベネファクター
米山功労者 メジャードナー

【職歴】
1979年 株式会社 塩荘専務取締役就任
1997年 同社代表取締役社長就任 現在に至る
1987年 株式会社 八木熊取締役就任 現在に至る
1996年 敦賀信用金庫監事就任 2010年より理事 現在に至る
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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』

例会状況報告

第2回 7月12日
通算1792回

◎会員総数 ６８名
◎出席義務者 ４２名
◎出席規定免除者(a)

１名
◎出席規定免除者(b)

２５名
◎本日出席 ４９名
◎本日欠席 ６名
◎本日出席率８９．０９％

第45回 6月28日
通算1790回の修正

◎欠席者 ７名
◎免除者の欠席者 １２名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ２名
◎出席率 ９５．１６％

例会プログラム

第3回7月19日

通算1793回

１．開会点鐘

２．ソング

３．お客様紹介

４．ビジター紹介

５．奨学金授与

６．委員会報告

７．幹事報告

８．ガバナーアドレス

９．閉会点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 刀根 莊兵衛

「夢を語り、現在を刷新」

次回の例会
2016年7月26日（火）

卓話講師：奈良県まちづくり

推進局 理事 兼 観光局 理事

中西 康博 氏

演題：「奈良の魅力」

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

ようこそ！！ 刀根 莊兵衛 ガバナー

奈良大宮ロータリー・クラブは、公式訪問を
心からご歓迎申し上げます。

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
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委 員 会 報 告

・出 席 報 告 出 席 委 員 会：岡副委員長
・ニコニコ報告 ニコニコ委員会：辻本委員長
・地区主催「職業奉仕担当者研修会」出席者報告 職業奉仕委員会：河野副委員長
・地区主催「青少年交換担当委員長会議」出席報告 青少年奉仕委員会：野末副委員長

幹 事 報 告

１．第１回定例理事会議事録配布の件
２．クラブ協議会全員参加の件
３．ガバナー公式訪問案内配布の件
ａ．集合時間 ｂ．上着、ネクタイ着用の件 ｃ．ガバナー入退時拍手、アドレス時正対

Ｉ Ｍ の ご 案 内

平城京ロータリークラブより IMのご案内がありました
2016年10月22日 土曜日 ホテル日航奈良 13：00開式
「語ろう ロータリーの夢を！実現しよう 勇気と想像力で！」

ク ラ ブ 協 議 会

来週のガバナー訪問に先立ち、
倉本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。

ニコニコ箱 本日計 48,500円 累計 171,500円

倉本堯慧 様（RID2650ガバナー補佐）本日のクラブ協議会よろしくお願いします。
絈谷康朋 様（平城京ＲＣ）ニコニコ協力
坂内俊隆 様（平城京ＲＣ）潮田会長 宜しくお願いします。
中窪啓司 様（平城京ＲＣ）10月22日のＩＭに多数の御参加よろしくお願い申し上げます。
宮西正伸 君 国際ロータリー第2650地区奈良第1グループ ガバナー補佐 倉本堯慧様、

本日は、何卒よろしくお願い致します。
武藤廣茂 君 倉本ガバナー補佐様、本日は暑い中ご来訪ありがとうございます。本日のク

ラブ協議会よろしくご指導お願い致します。
山本直明 君 本年度もよろしくお願いします。
有井邦夫 君 欠席のお詫に。本年度もよろしく
國原正記 君 先日は、結婚記念日にお花を頂きありがとうございます。これからも夫婦仲

良く行きたいものです。
谷川千代則君 うれしい事がありました。
辻本和弘 君 ゴルフで久々に７０台連続でだせました。
市田富久夫君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

8 月 ■大和高田ロータリークラブ■
・８月１６日(火)

定款第6条第1節による休会。
※ビジター受付：致しません。

■桜井ロータリークラブ■
・８月１７日(水)

定款第6条第1節による休会。
※ビジター受付：致しません。

7 月 ■あすかロータリークラブ■
・７月２１日(木)

夜間例会の為、例会日時変更。
日時：７月２１日(木)18：00～

※ビジター受付：７月21日(木)
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。

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

本 日 の お 客 様

・倉本堯慧 様（RID2650ガバナー補佐）（奈良東ＲＣ）
・絈谷康朋 様（平城京ＲＣ）・坂内俊隆 様（平城京ＲＣ）・中窪啓司 様（平城京ＲＣ）

委員会活動方針発表 各委員長による、活動方針が発表されました。


