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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

例会プログラム

本日のお客様

第22回12月18日
通算1812回

喜久川 昇
様（成田ＲＣ）
喜久川 啓子 様（喜久川登様ご令室）

※家族親睦例会※

バナー交換

御 出 産 御 祝

喜久川 登 様(成田ＲＣ)⇄ 潮田会長

山口 尚紀 君

１．開会点鐘
２．ソング
３．会長挨拶
４．奨学金の授与
５. 次年度理事役員の紹介
６．委員会報告
７．幹事報告
８．家族懇親会

例会状況報告

会長挨拶

◇潮田会長
本当に寒くなってまりましたけれども、私はご存
じのように病気で手術をして半年経った段階でゴ
ルフを再開しようと思ったんですが、その時に実
は左手の人差し指を切ってしまいまして、私は外
科系の医者ですので、医者になった時、これから
絶対に手術以外で刃物を持たないようにしようと
思ったんですが、６５歳を過ぎてもう手術をしな
くなりましたので、刃物を持ってもいいだろうと
思って、果物ナイフで切ってしまったんです。そ
うしたら、神経半分切れてましたので、感覚がな
く、クラブを持ってもあまりわからないんですが、皆様もそんな失敗
はされないと思いますが、今年もあと２週間余りでございますが、
お元気でお過ごしくださいますようお願い申し上げます。
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第21回 12月13日
通算1811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
４７名
◎本日欠席
１１名
◎本日出席率８１．０３％
第19回 11月29日
通算1809回の修正
◎欠席者
１４名
◎免除者の欠席者 １０名
◎欠席者の補填者 １３名
◎免除者の補填者
２名
◎出席率
９８．３１％

次回の例会
2016年12月27日（火）
友愛例会

退会挨拶

◇箸尾文雄会員
私、ロータリー歴丸々３８年になります。４５歳から８５歳に亘る年月
です。今日、この退会の段になると、いろいろな思いが交錯いたします。
ロータリーで一体自分は何を成し、何を得、また何を学んだか、と自身
を振り返り、総括してみました。それは高邁なロータリー精神なのか、
それとも奉仕の実践の大切さか、と挙げればいろいろございますが、そ
れにも増して、週１度の例会に参加し、その例会の雰囲気の中に身を置
き、友との語らいや卓話などを通して、人としての幅、自分を高める、
それは永遠のテーマかも知れませんが、節操見識態度といった品格
品性の大切さを多少なりとも学びえたように思う次第です。
奈良大宮ロータリークラブはキャリアと人材の厚さからして、地区の他
クラブに比較しても発展の伸びしろの大きいクラブだと、私は自負しております。さらに今一
歩奈良大宮ロータリークラブの飛躍発展していくキーは、クラブ力のアップ、クラブ会員数
の増にあると思います。数は力です。７０名、これがちょうど良い、減少してもまたこれがちょ
うど良い、ではクラブ力は凋落の道でしかありません。ガバナーを輩出した我がクラブである
ことを自覚し、クラブの力、活力アップを目指し、近い将来に北河原パストガバナーに続くガ
バナー選出を受けるに足るクラブの成長と発展を、私は心から希求する次第です。
顧みますれば、３８年前、クラブのチャーターメンバーとして、クラブのキーメンの一人とし
てクラブ誕生に加わらせていただき、そして今日までメンバー各位をはじめ、大勢の友達を得
ることが出来ました。教えられ、支えられ、導かれ、ロータリーでいう友愛の絆に結ばれてま
いりましたこと、厚く御礼を申し上げたいと存じます。

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＞辻本委員長
ニコニコ報告
◇親睦活動委員会＞植村委員
年末家族親睦例会の件
◇社会奉仕委員会＞高辻委員長
１月１８日、献血協力の件
＞奈良県赤十字献血センター 森田 清太郎様
献血のお願い
◇定款細則検討特別委員会＞武藤副会長
委員会開催の件

植村
親睦活動委員

高辻
社会奉仕委員長
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奈良県赤十字血液センター
森田清太郎様

その他報告
◇藤井会長エレクト
第１回次年度理事会報告
第一回

次年度理事会報告（抜粋）

１）常任委員会の役割分担の決定
基づく｝

｛クラブ細則第２条理事会及び事務取扱内規（3）ロ～ホに

会員組織委員会（会長エレクト）
奉仕プロジェクト委員会
ロ ー タ リ ー 財 団 委 員 会
クラブ広報委員会（直前会長）
クラブ管理委員会（副会長）

武藤
大塩
中條
潮田
増井

廣茂
栄作
章夫
悦男
義久

奉仕プロジェクト委員会に関しては、これからのクラブを担っていく人材ということで、満場
一致で、大塩 栄作君に決定した。
２）理事の役割分担の決定 ｛クラブ細則第２条理事会に基づく｝
職 業 奉 仕 委 員 会 倉田 智史
社 会 奉 仕 委 員 会 大塩 栄作
青少年奉仕委員会 弓場 裕史
国 際 奉 仕 委 員 会 高木 伸夫
３）会長、副会長の代行順位の決定
1位
中條 章夫
2位
高木 伸夫
3位
倉田 智史
4位
大塩 栄作
5位
弓場 裕史

｛事務取扱内規（3）（イ）に基づく｝

ロータリー歴の長い順番で決定した。
４）会場監督の選任

門脇

伸幸

５）副会計、副幹事、副SAAの選任
副 会 計 平方 貴之
副 幹 事 谷川 千代則
副ＳＡＡ 中奥 雅巳

｛クラブ細則第３条第２節ｂに基づく｝
｛事務取扱内規（2）（イ）に基づく｝

◇髙野前年度幹事
年間報告配布の件

藤井
会長エレクト

髙野
前年度幹事
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幹事報告

◇宮西幹事
①２０１９－２０ガバナー推薦
決定の地区公示の件。
②１２月２０日の例会は、例会
日振替のため休会の件。
③第６回定例理事会議事録配布
の件。

卓話
講師

奈良市富雄地域包括支援センター
センター長 山本 栄二 様
演題 「地域包括支援センターの活動内容
について」

事務局休局のご連絡
■京都山城ロータリークラブ■
２０１６年１２月２６日～２０１７年１月５日
◆例会変更のお知らせ◆
1 月

■やまと西和ロータリークラブ■
１月３日(火)休会。
※ビジター受付：致しません。
１月１０日(火)休会。
※ビジター受付：1月10日(火)王寺町まさごビル1Fにて12：00-12：30まで行います。
１月１７日(火)新年家族例会の為、1月15日㈰17時～セントレジスホテル大阪
に日時場所変更。
※ビジター受付：1月17日(火)王寺町まさごビル1Fにて12：00-12：30まで行います。
１月３１日(火)救命救急講習会の為。
※ビジター受付：致しません。
■京都山城ロータリークラブ■
１月１１日(水)開催時間12：00、岡田国神社に変更。
※ビジター受付：1月11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。

ニコニコ箱

本日計

55,000円

累計

1,225,500円

潮田悦男

君 冬の雨の中、皆様御苦労様です。今年もあと2週間余り、皆様健康に気をつけて
お過ごし下さい。山本様、本日の卓話御苦労様です。
宮西正伸 君 山本栄二様、本日の卓話有り難うございます。箸尾さん永らくご指導賜りまし
て、有り難うございます。
箸尾文雄 君 大変お世話になり有難うございました。クラブ益々の発展弥栄と会員各位のご
健勝祈ります。
有井邦夫 君 箸尾さん大変お世話になりありがとうございました。今後共よろしくご指導お
願い致します。
矢追家麻呂君 山本センター長本日の卓話よろしく。
高辻良成 君 森田さん、本日は、ご足労いただきありがとうございます。会員の皆様、献血
の協力よろしくお願いいたします。
佐川 肇 君 奈良マラソン 道路の巾いっぱいに走る人数に圧倒されました。印象的だった
のはゴールした人の殆んどがコースに向って一礼していたことです。日本人は
素晴らしい！
梅谷裕規 君 十二月十一日、奈良マラソン 十キロに初挑戦、なんとか完走（かんそう）し
ました。走った後の感想（かんそう）は、膝が痛く大変でした。
中村信清 君 誕生日のお祝い有難うございました。
ニコニコ協力 藤井正勝 君 中奥雅巳 君 弓場裕史 君 野末勝宏 君 倉田智史 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

