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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

会長挨拶

例会プログラム

◇藤井会長

第26回1月16日
通算1862回
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．後期活動方針発表
（全委員会）
９．閉会点鐘

例会状況報告

改めまして、こんばんは。新年2018年のスタートとなり
ました。本年度後半もまたよろしくお願いいたします。
１月の理事会の報告をさせて頂きます。ただ、12月の理事
会の時に全部言いまして時間が足りないと幹事からお叱り
を頂きましたので、取り敢えず報告事項として、必要なこ
とをきちっとご報告させて頂きますので、よろしくお願い
いたします。
先ず報告事項で大事なことを申し上げますと、
・2017-18年度「ＲＹＬＡ」受講生、推薦の依頼が参ってい
ます。日は5月19日～20日になっておりますが、もし皆様方
の中で、ご推薦頂ける方がありましたら、理事会の方に幹
事の方にご連絡頂ければと思っております。
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第25回 1月9日
通算1861回
◎会員総数
６４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)
２２名
◎本日出席
５７名
◎本日欠席
３名
◎本日出席率９５．００％
第23回 12月17日
通算1859回の修正
◎欠席者
１３名
◎免除者の欠席者 １１名
◎欠席者の補填者 １０名
◎免除者の補填者
１名
◎出席率
９４．４４％

次回の例会
2018年1月23日（火）
【クラブ創立記念日】
会員卓話（創立記念）
中條章夫 会員

・2017-18年度会員増強アクション会議というのが3月3日にございます。これはや
はり地区も会員増強に力を入れたいということで、次年度のエレクト、ノミニー、
増強委員長ご出席依頼が来ていますが、当年度もまだまだ会員増強に力を入れて
いきたいと思っています。まだ後半ございますので、石野委員長始め、皆さんに
ご協力頂きまして、推薦者がおられましたらご協力をお願いしたいと思っていま
す。
それと審議事項ですが、
・後期会費の件につきましては、会計の方からお話し頂くと思います。
・奉仕プロジェクトの決算報告が出てまいりました。弁当の日、中室牧子さん講
演会未来を担う子供たち12月2日に行われましたプロジェクト、それとこれに関係
する本を各中学校小学校に寄贈したいといま計画をしております。これをもって
奉仕プロジェクトの今回の報告を頂きました。
・年末交通安全啓発運動の事業報告も頂きました。今年も12月26日まで掲示させ
てもらいました。非常にいい計画だと思いますので、続けて頂ければと私は思っ
ております。
・年末（第2回）家族親睦例会の事業報告も頂戴しました。皆さんの多くの参加、
会員42名、ご家族42名、84名のご出席を頂きまして、充実した親睦例会だったと
思います。これ以降また花見例会、また年度末もございますので、どうぞまた皆
さんのご出席をお願いしたいと思っております。
・クラブ討論会（職業奉仕担当）が1月末にございますので、職業奉仕に関する卓
話を頂戴します。
・東京恵比寿RCが、3月20日に当クラブを訪問頂きます。これは戦法が休会という
ことで来ていただきます。逆にこちらも表敬訪問をしたいと思い、日だけ決めま
した。4月17日当クラブの休会日です。その前に花見例会が15日にございますので、
17日が休会になっておりますので、行けるお方がおられましたらご参加頂きたい
と思います。ただ、理事会でも話をしましたが、行くだけでは勿体ないというこ
とで、それなりのいろんな打ち合わせというか相互の話もできたらな、と理事会
メンバーから頂戴していますので、それが決まり次第皆さんにご報告させて頂き
ます。
・これは来週の例会で状差しに入りますが、エリザさんとの異文化交流会をした
いということで、米山の高辻さんの方からご提示を頂きました。日は2月17日奈良
パークホテルでエリザさんを囲んで日本の正月の文化を、そこで交流会を開こう
といま計画して頂いております。来週の状差しに入りますので、それもどうぞ皆
さん予定の中に入れておいてください。
・2018‐19年度地区委員承認の件がございまして、これも理事会報告の中にあげ
させて頂きます。
理事会報告としては以上でございます。皆様また、後半も宜しくお願い致します。
地区職業奉仕講演会出席報告
１月14日(日)
於：京都テルサホール
当クラブより出席 １３名
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委員会報告
◇出 席 委 員 会＞山口出席委員長・出席報告
◇ニコニコ委員会＞武中委員・ニコニコ報告
◇雑誌・広報委員会＞南谷委員長・「ロータリーの友」の読み所
◇後期会費について＞辻本会計
◇第 ３ 回 情 報 集 会＞増井副会長・第3回情報集会の班分け表の件

雑誌・広報委員会
南谷委員長

幹事報告

辻本会計

増井副会長

◇堀内幹事

友愛例会

潮田直前会長

◇乾杯：増井副会長

・次週例会の予定 2018年1月１６日（火）
・次回例会、後期委員会活動方針発表
各委員長様は、ご準備をお願いします。
・例会後、クラブ協議会を開催

◆例会変更のお知らせ◆
2018年2月

■奈良ロータリークラブ■
・２月８日(木)・・・奈良ホテル高圧配線工事よる全館閉鎖の為、
例会場と場所変更。
奈良西RCとの合同例会 18：00～19：15
※ビジター受付：行いません。
（例会場 奈良ホテル高圧配線工事による全館閉鎖の為）
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ニコニコ箱
藤井正勝

君

武藤廣茂

君

北河原公敬君

松岡嘉平治君
平野貞治 君
中井一男
飯田二昭

君
君

藤川保雄
楠原忠夫

君
君

中村信清
中條章夫

君
君

福本良平
佐川 肇
小西敏文
冨川 悟

君
君
君
君

北神徳明
植倉一正
石野捨雄
潮田悦男

君
君
君
君

増井義久

君

谷川千代則君
多田 実 君
宮西正伸 君
倉田智史 君
武中洋勝 君
野﨑隆男 君
中奥雅巳
野末勝宏
山口尚紀

君
君
君

國原正記

君

中嶌

君

大

ニコニコ協力

本日計

122,000円

累計

1,622,181円

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げ
ます。後半にもいろんな取組みを考えております。皆様のご協力が
必要ですので、お願い申し上げます。
明けましておめでとうございます。失敗を恐れず一歩前へをモットー
にがんばりますので何卒よろしくお願い致します。
新年明けましてお目出とうございます。本年も宜しくお願い申し上げ
ます。今年は戌年ということで「ワン」ランク上を目指して、
オンリー「ワン」の奈良大宮クラブになったらいいなと思うとともに
「ワン」ダフルな一年となりますように祈っております。
98才の新年も無事過ごすことができました。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い
申上げます。
2018年新年おめでとう御座います。
82才の誕生日を無事元気に迎えることが出来ました。感謝。
本年もよろしくお願い致します。
昨年は皆様にお世話になりました。本年もよろしくお願いします。
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。
先日は、岡さんお世話になりました。ありがとうございました。
明けましてお目出とうございます。本年もよろしく願い上げます。
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
いたします。
あけましておめでとうございます。本年もよろしく。
本年もよろしく。
新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い
いたします。
今年もよろしくお願いいたします。
本年もよろしくお願い致します。
新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い
いたします。
新年明けましておめでとうございます。本年も宜敷お願い
申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
会員の皆様、本年もよろしくお願い致します。
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
本年もよろしくお願いいたします。
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
致します！
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
本年も宜しくお願い致します。
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
あけましておめでとうございます。今年もニコニコへのご協力
宜しくお願い致します。
高木伸夫 君 矢追家麻呂君 井上正行 君 森山斗福 君
水野憲治 君 鈴木 譲 君 清岡義教 君 塩澤克利 君
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●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

