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■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

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

例会プログラム

会長挨拶

第21回12月13日
通算1811回

◇潮田会長

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．卓話
講師：山本栄二様
９．閉会点鐘

年次総会
＜潮田会長＞
ただ今より、奈良大宮ロータリークラブ細則
第５条第２節（ａ）に基づき、年次総会を開
催します。クラブ細則第４条第１節により、
会長が議長を務めます。それでは、本日の出
席報告を森山出席委員長、お願い致します。

＜森山出席委員長＞
会員総数
６７名
出席者数は ５１名です。
ありがとうございました。ご報告のように定
足数の規定による３分の１以上を満たしてお
りますので、本日の年次総会は成立致します。
クラブ細則第３条第１節（ａ）に基づき、１
１月２９日井上指名委員長より次々年度会長
並びに次年度の副会長、幹事、会計、５名の
理事候補者が発表されましたが、改めて井上
指名委員長よりご報告をお願い致します。
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例会状況報告
第20回 12月6日
通算1810回
◎会員総数
６７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)
２５名
◎本日出席
５１名
◎本日欠席
１０名
◎本日出席率８３．６１％
第18回 11月22日
通算1808回の修正
◎欠席者
５名
◎免除者の欠席者 １１名
◎欠席者の補填者
４名
◎免除者の補填者
５名
◎出席率
９８．３６％

次回の例会
2016年12月18日（日）
家族親睦例会

＜指名委員会：井上委員長＞
先週の例会に於いて指名委員会より次々年度会長、次
年度理事役員候補者の方の発表をいたしました。改め
て発表いたしますので、呼ばれた方はその場でご起立
をお願い致します。
【候補者】
・次々年度会長 武藤
・次年度副会長 増井
・次 年 度 幹 事 堀内
・次 年 度 会 計 辻本
・次 年 度 理 事 中條
高木
倉田
大塩
弓場

廣茂
義久
眞治
和弘
章夫
伸夫
智史
栄作
裕史

君
君
君
君
君
君
君
君
君

以上の方々でございます。
ただ今井上指名委員長より発表された候補者の方々に異議のある方はいらっしゃ
いますでしょうか。なければ拍手をもって賛成とさせて頂きます。
（拍手）
ありがとうございました。これで、この議案は成立致しました。これをもちまし
て年次総会を終了します。
それでは、次々年度会長に選ばれました武藤さん、一言ご挨拶をお願いいたしま
す。
＜武藤次々年度会長より挨拶＞
この度2018-19年度会長に推薦を頂きました武藤でござ
います。改めてご挨拶を申し上げたいと思います。私
は、先々年度2014-15年度に北河原ガバナーの下、地区
の方でいろいろと仕事をさせて頂きまして、本当に嫌
というほどロータリー活動をさせて頂きました。もう
それでロータリーは終わったもんだと思っておりまし
た。人間にも“旬”だとか“賞味期限”があるんじゃ
ないか、と、冗談を言いながら、もう賞味期限は切れ
てるな、と自分では自覚をしておりました。そんな私
にもまたこのようにご指名をいただいたことは本当に
有難いことだな、と思っております。ですから、また
こういう機会に、2014-15年度にいろいろと勉強をさせて頂いたこと、また我々の
クラブに返す責任があるのかな、と思っております。精一杯頑張ってやらせて頂
きますので、よろしくお願いいたします。
＜指名委員会・井上委員長＞
先ほどの総会で、指名委員会から指名いたしました全員にご承認いただきまして、
有難うございました。これをもちまして、指名委員会を解散させ頂きます。
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委員会報告
◇出 席 委 員 会＞森山委員長
出席報告
◇ニコニコ委員会＞辻本委員長
ニコニコ報告
◇社会奉仕委員会＞高辻委員長
・年末交通安全啓発運動の報告、１月１８日 献血協力活動の案内
◇親睦活動委員会＞奥田委員
・３月２９日 奈良県下クラブ親睦チャリティーゴルフ大会の案内
◇雑誌・広報委員会＞多田委員長
・ロータリーの友読みどころ
◇第２回情報集会のまとめ報告 武藤副会長
◇昨年度会計報告 大塩昨年度会計
◇昨年度会計監査 小西会員
◇昨年度会計の承認

奥田
親睦委員

高辻
社会奉仕委員長

小西
前年度会計監査

◇ＲＬＩパートⅢ卒業証書の授与

多田
雑誌広報委員長

大塩
前年度会計

潮田会長から堀内副幹事

堀内
次年度幹事

ＲＬＩ修了証授与
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幹事報告

卓話

◇宮西幹事
①４月８日、９日に福井で開催の地区大会の案内、
出欠確認について。
②昨年度の熊本地震復興支援事業に益城町役場より
お礼状が届いた件。

講師

株式会社イムラ封筒
取締役会長 井村 守宏 様
演題 「封筒豆知識」

◆例会変更のお知らせ◆
1

月

■奈良西ロータリークラブ■
・１月５日(木)・・・定款第8条第1節により、休会。
※ビジター受付：行いません。
・１月１２日(木)・・・新年例会の為、会場変更。霊山寺にて
※ビジター受付：同日17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテル1Fフロント横にて
行います。
■奈良東ロータリークラブ■
・１月１１日(水)・・・生駒ＲＣとの合同例会の為、例会場をアコルドゥに変更。
※ビジター受付：致しません。

ニコニコ箱

本日計

56,000円

累計

1,170,500円

扇谷泰之

様（奈良県交通安全協会・奈良支部協会 会長）
昨日は潮田会長はじめ高辻社会奉仕委員長、奈良大宮ロータリークラブの皆さ
ん、啓蒙活動、おつかれ様でした。また有難うございました。2代目となるクリ
スマス掲示板も立派で素晴らしいものでした。これで、奈良市民の交通事故が
減少することを祈っております。
潮田悦男 君 井村守宏様、本日の卓話よろしくお願い申し上げます。昨日の社会奉仕活動、
会員の皆様の多数の参加ありがとうございました。
宮西正伸 君 井村守宏様、本日は卓話有り難うございます。高辻委員長、昨日はお疲れ様で
した。
小西敏文 君 井村会長、本日卓話有難うございます。楽しみに聞かさせていただきます。
高辻良成 君 昨日の奈良署での交通安全運動へのご参加、ありがとうございました。特にサ
ンタにふんした水野さん、平方さん、武中さん、清岡さん、大活躍でした。
楠原忠夫 君 この度父楠原豊去る11月26日（土）100才にて天寿を全うしました。故人の遺志
により通夜告別式は近親者で執り行いました。以上お知らせします。
植倉一正 君 結婚記念日のお花、ありがとうございました。
ニコニコ協力 西口栄一 君 堀内眞治 君 森山斗福 君 市田富久夫君 清岡義教 君
南谷正仁 君 河野里志 君 辻本和弘 君
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●会報・IT委員会/植村将史 弓場裕史 平方貴之 webmaster/植村将史

