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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

例会状況報告

第43回 6月6日
通算1833回

◎会員総数 ６７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)

２５名
◎本日出席 ５０名
◎本日欠席 ７名
◎本日出席率８７．７２％

第41回 5月16日
通算1831回の修正

◎欠席者 １０名
◎免除者の欠席者 １１名
◎欠席者の補填者 ８名
◎免除者の補填者 ５名
◎出席率 ９６．７２％

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

次回の例会

2017年6月20日（火）

年間報告

各委員会から年間活動報告

会 長 挨 拶 ◇潮田会長
6月に入りました。2016-2017年度 後の月で

ございます。明日から、我々のクラブから私を
入れまして6人、そしてここに臨席されていま
す倉本ガバナー補佐もご一緒にアメリカのジョー
ジア州アトランタの世界大会に参加してまいり
ます。この前の金曜日～土曜日は親睦活動委員
会の計画で、浜松にゴルフの小旅行に行ってま
いりました。ゴルフ場は浜松シーサイドで非常
に風の強い所ですが、夜は楽しい宴会の後、若
者組と年寄り組に分かれました。約1名どっち
かわからない組に入った人がいましたが、楽し
く夜遅くまでお酒を飲み交わしたので、会長と

しても非常にうれしく思っております。あと、今日を入れまして例会
が４回ありますが、皆様よろしくお願いします。

例会プログラム

第44回6月18日
通算1834回

家族親睦例会

１．開会点鐘

２．ソング
３．会長挨拶
４．奨学金の授与
５．委員会報告
６．次年度理事 役員紹介
７．幹事報告
８．閉会点鐘
※ 親睦会

本 日 の お 客 様

倉本 堯慧 様（RID2950 奈良第1グループ ガバナー補佐）

ガ バ ナ ー 補 佐 御 挨 拶 ◇倉本ガバナー補佐

みなさんこんにちは。久しぶりに大宮ロー
タリーに寄せて頂きました。平成26年からガ
バナー補佐研修等やりまして、27年-28年、28
年-29年と2年間ガバナー補佐をやらせて頂き
ました。大変良い勉強をさせて頂きました。
もう一年やってくれと言われたのですが、2年
で十分だと思って、財団100周年の区切りとし
ての年でもありますのでアトランタは行かせ
て頂いて、後はもうゆっくりさせてもらおう
かな、ということでありますので、いろいろ
お世話になり有難うございました。ロータリー

も先般の規定審議会でもいろいろと変革をしておりまして、クラブの
自由というのが認められているんですが、それだけにこれからは大変
やりにくい時代かな、と私は思っております。
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そういうことでございますが、この大宮ロータリーは北河原パストガバナーも排出されておら
れまして、大変立派なクラブだと思っております。潮田会長もおっしゃいましたけど、アトラ
ンタへも６名、家族さん入れて７名に行って頂くと、奈良県で一番たくさん行って頂くんです
けど、因みに奈良クラブは１人です。そんなことでございまして、また奈良大宮クラブの益々
の発展をお祈り申しあげます。
今日は刀根ガバナーより依頼されまして、先般の川端年度から始まった、ちょうど私が会長や
らせて頂いた年度のガバナーが川端さんでございまして、川端年度川始まった「まちづくり基
金奨励金」ということで応募されまして、優秀賞という事で、たぶん25万というお金が入って
いるかと思いますが、その表彰状を補佐から渡せということですので、今日は 後のガバナー
補佐の仕事としてまいりました。よろしくお願いします。

（まちづくり基金奨励金 表彰状 授与）

先ほど申し忘れましたけど、次年度ＩＭ第4組のホストが生駒ロータリークラブですけど、そ
のメインの講師が司陽子さんに決まりました。その件につきまして、今日はお見えではないん
ですが、北河原さんや有井さんになどこのクラブには大変お世話になりました。お礼を申し上
げて、この方がご承諾頂いたということで、是非奈良大宮からＩＭに多く参加頂きたいと思っ
ております。

米山記念奨学会功労者表彰

★９０万円以上達成（第９回米山功労者マルチプル）
高木 伸夫 君
成田 積 君

★４０万円以上達成（第４回米山功労者マルチプル）
石野 捨雄 君

潮田会長から成田会員 潮田会長から石野会員

倉本ガバナー補佐から高辻社会奉仕委員長



3

卓 話

卓話講師：東洋証券㈱ マーケット支援部
部長 檜和田 浩昭 様

演題：「株式市場の注目点と見方」

藤井会長エレクトより依頼

次年度はクールビズを廃止、例会場に於いて
は上着、ネクタイ（ネクタイに類するもの）
着用の依頼。

幹 事 報 告 ◇宮西幹事

①６月で成田会員、森下会員、西口会員が退会される件。
②６月１３日は例会日振替のため、例会は開催されない件。
③６月２０日の例会において、塩澤克利さんの入会式を行う件、例会
終了後、クラブ協議会開催の件。

④次年度地区職業奉仕委員会のアンケート実施、回収の件。
⑤６月１３日午後３時より事務局事務所に於いて、ロータリー情報委
員会主催の定款、細則事務取扱内規輪読会開催の件。

委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞山口委員 出席報告
◇ニコニコ委員会＞辻本委員長 ニコニコ報告
◇雑誌広報委員会＞多田委員長 ロータリーの友読みどころ
◇親睦活動委員会＞河野委員 親睦ゴルフ旅行が開催された件
◇親睦活動委員会＞鈴木委員長 家族親睦例会開催の件

親睦活動委員会

河野委員

雑誌広報委員会

多田委員長

親睦活動委員会

鈴木委員長
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ニコニコ箱 本日計 45,000円 累計 2,662,500円

倉本堯慧 様（RID2650ガバナー補佐）本日、刀根ガバナーよりまちづくり基金奨励金優秀賞
表彰状を持参しました。よろしくお願いします。合掌

潮田悦男 君 梅雨が近づいています。明日より、RI世界大会参加のため、アトランタに向い
ます。実りあるたびになります様に。檜和田様、本日の卓話よろしくお願いし
ます。

宮西正伸 君 檜和田浩昭様、本日の卓話有り難うございます。倉本補佐、本日は有り難うご
ざいます。

武藤廣茂 君 倉本ガバナー補佐様本日はご来訪ありがとうございます。
藤井正勝 君 親睦ゴルフに久しぶりに参加させていただきありがとうございました。

たまたま、ハンデとまぐれが続き、良い成績で上がらせていただき感謝申し上
げます。

ニコニコ協力 矢追家麻呂君 倉田智史 君 堀内眞治 君 中奥雅巳 君 門脇伸幸 君
野末勝宏 君 南谷正仁 君 辻本和弘 君

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

◆例会変更のお知らせ◆

６ 月 ■奈良東ロータリークラブ ■
６月２８日(水)年度末懇親例会の為、変更。
場所：リストランテ オルケストラーダ

※ビジター受付：行いません。

7 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
７月４日(火)例会場所変更。
場所：信貴山 成福院
時間：12：45～

※ビジター受付：7月4日(火) 信貴山 成福院にて12：00-1230まで行います。

７月１１日(火)例会場所変更。
場所：信貴山 成福院
時間：12：45～

※ビジター受付：7月11日(火) 信貴山 成福院にて12：00-1230まで行います。

７月１８日(火)例会場所変更。
場所：信貴山 成福院
時間：12：45～

※ビジター受付：7月18日(火) 信貴山 成福院にて12：00-1230まで行います。

８ 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
８月１５日(火)定款細則第8条-1節Cにより、休会。
場所：信貴山 成福院
時間：12：45～

※ビジター受付：行いません。


