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例会状況報告

第15回 11月6日
通算1898回

◎会員総数 ６３名
◎出席義務者 ４５名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

１８名
◎本日出席 ４９名
◎本日欠席 ９名
◎本日出席率８４．４８％

第13回 10月18日
通算1896回の修正

◎欠席者 ３名
◎免除者の欠席者 ６名
◎欠席者の補填者 ８名
◎免除者の補填者 ６名
◎出席率 ９４．６４％

例会プログラム

第16回11月13日
通算1899回

１．握手・挨拶

２．開会の点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．ビジター紹介

６．会長挨拶

７．委員会報告

８．幹事報告

９．卓話 佐伯俊源様

10．閉会の点鐘
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お 客 様 の ご 紹 介 ・坂本洋子様、坂本利文様（古楽器演奏家）

会 長 の 時 間

◇武藤会長

皆さんこんばんは。11月に入り朝夕めっきり寒くなりまして、秋の
深まりを毎日感じます。皆さんお風邪などひかれないようにしていた
だきたいと思います。先程入会式終わりましが、今年40周年を迎え、
初めて当クラブも女性会員をお迎えすることになりました。しばらく
の間は紅一点になりますけれども、後々また素晴らしい女性会員の方
がおられましたら、どんどんとご入会いただきまして、より活気のあ
るクラブにしていきたいと思っております。私事でございますが、学
校を卒業してからホテル業や子供さんを扱う仕事をしており、大変女
性の方にはお世話になっていると同時に、男性、女性の区別も今時申
し上げるのもどうかと思いますが、本当に優秀で熱心な方がたくさん
おられますので非常に期待をしております。どうぞ宜しくお願いいた
します。先週はクラブ協議会がございまして、たくさんの方に残って
いただきました。若い方が非常に多かったのですが、今後の奈良大宮
ロータリークラブにつきましてお話を伺い、熱心にご討議いただきま
して、非常に力強く感じ、今後も素晴らしいクラブにしていきたいと
改めて思いました。
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続きましてご報告ですが、辻本和久会員のお母様がお亡くなりになりました。ご葬儀
はご家族でなされました。謹んでお悔やみ申し上げます。次に理事会の報告です。一点
目、新世代育成基金の補助金審査結果でございますが、8月に行いました40周年記念事業
の中学生バスケットボール研集会が、地区に於いて承認されました。二点目、2017～201
8年度のロータリー財団表彰をいただきました。これは藤井会長年度ですが、100％達成
ということでバナーが届いております。続きまして審議事項ですが、第1回家族親睦例会
決算および第2回事業計画、第2回情報集会、40周年記念事業決算、年末交通安全啓発運
動事業計画につきまして承認されました。以上でございます。

新 入 会 員 入 会 式

◇紹介者：鈴木会員
鎌倉さんには7月に卓話をいただきまして、その御縁でご入会いただくこととなりまし

た。奈良大宮クラブ初めての女性会員でございますので、皆様今後とも何卒よろしくお
願い致します。

◇自己紹介：鎌倉 美知子さん
鈴木さんよりご紹介いただき、父に相談いたしましたところ、ロータリーに誘ってい

ただいた機会を生かして入会させていただきなさい、ということでここにご挨拶させて
いただいております。どうぞよろしくお願い致します。

徽章授与 武藤会長から鎌倉会員 顧問委嘱状 武藤会長から鈴木会員

紹介者 鈴木 譲 君 新入会員 鎌倉 美知子さん
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指名委員会開催の通告

◇武藤会長
奈良大宮ロータリークラブ細則第3条第1節（ａ）により、指名委員会開催の通告をい

たします。同じく第3条第1節（ｂ）に、クラブの定める指名委員会は7名とし、会長、
会長エレクト、および前5代の会長とし、委員長は最先任会長が務める。となっておりま
すので、指名委員会のメンバーは小西さん、福本さん、中村さん、潮田さん、藤井さん、
増井さん、私の7名です。委員長は最先任の小西さんです。

◇指名委員会 小西委員長

本日例会終了後、第1回の指名委員会を桐の間で開催します。
委員の方はご出席をお願いします。尚、次々年度会長に立候補さ
れる会員は、1週間以内に指名委員会に書面で申し出てください。
念のために申し上げますと、会長立候補者の資格は、理事、役員
を3期以上経験した会員です。

前 年 度 会 計

◇前年度監査報告
中村会計監査人

前年度収支決算書および会計帳簿、証憑書類を監査いたしま
した結果、適正かつ正確であると承認いたしました。

◇前年度会計報告
辻本和弘 前年度会計

前年度会計報告をさせていただきます。
収入の決算額39,517,609円に対しまして、支出が26,939,213円、
12,578,396円を次年度繰越金とさせていただきます。

◇前年度会計の承認
谷川幹事

前年度会計に関しましてご意見ご質問等ございませんでしょ
うか。無いようでしたら拍手でご承認いただきたいと思います。
（拍手）有り難うございました。
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委 員 会 報 告

◇職業奉仕委員会
多田委員長

・例会終了後、第1回職業奉仕委員会を開催いたしますので、
委員の方はご出席の程おねがいいたします。

◇親睦活動委員会
水野委員長

・第2回家族親睦例会のご案内をさせていただきます。
日時は12月9日（日）午後5時から、会場はヒルトップテラス奈
良です。今週皆様にご案内を送らせていただきます。沢山のご
参加をお待ちいたしております。

◇ロータリー財団委員会
大塩副委員長

・先日はポリオ撲滅基金へのご協力有り難うございました。
11月はロータリー財団月間です。皆様の状差しに年次寄付のお
願いを入れさせていただきました。ご協力の程何卒よろしくお
願いいたします。

◇雑誌・広報委員会
野末委員長

・縦組では児童虐待の実情の特集が組まれており、非常にため
になる記事です。横組みではロータリー財団の現場の声がＰ10
から載っておりまして、数年前の補助金申請の際にこの記事が
あったらと思いました。また皆様マイロータリーへの登録をよ
ろしくお願いいたします。個別に私の方からお声掛けもさせて
いただきます。

◇ニコニコ委員会
中村委員

・ニコニコ報告

◇出席委員会
成田委員

・出席報告
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卓 話 ◇講師紹介：プログラム委員会 楠原委員

レクチャーコンサート：「様々な縦笛」
講師：坂本洋子様、坂本利文様 （古楽器演奏家）

約35,000年前から人類が使ってきたとされる笛、笛も素材によって吹き方や音の出方
が変わってまいります。
骨笛、角笛、土笛、葦笛、木笛、ブリキ笛と、講師が実際に演奏されることで、その違
いを体感できる興味深い卓話時間となりました。 （詳細は動画をご覧ください。）

幹 事 報 告

◇谷川幹事

・インターアクトクラブの例会は随時開催されますので、その際
は皆様にご案内いたします。またメークアップの対象となります。

◇インターアクト委員会
弓場委員長

・10月8日にインターアクトクラブ創立総会が無事行われました
が、その様子がガバナー月信の一番後ろのページに、写真入り
で大変丁寧に掲載されておりますのでご一読ください。11月2日
にインターアクトクラブの第1回理事会と例会が無事開催されま
した。また今月10日、11日、京都に於いてインターアクトクラ
ブ地区大会が開催され、出席してまいります。14日には第2回の
インターアクトクラブ理事会と例会が開催されます。皆様の中
でオブザーブしていただける方がおられましたら、私か谷川幹
事にご一報ください。時間は5時から、場所は奈良女子大学附属
中等教育学校です。
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◆例会変更のお知らせ◆

2018年11月 ■桜井ロータリークラブ■
・11月14日(水)・・・移動例会の為、日時、場所変更

日時 11月13日（火）
場所 柿の葉すし本舗たなか・本社工場

※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

■奈良ロータリークラブ■
・11月22日(木)・・・休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

次 回 の 例 会 ２０１８年１１月２０日（火）

卓話：2650地区グローバル補助金委員長 河地 妙美 様
タイトル：「グローバル補助金を活用して行うロータリーの

奉仕プロジェクト」

●会報・IT委員会/宮西正伸 南谷正仁 西本隆一

辻本和久 西村甲児 webmaster/宮西正伸

ニコニコ箱 合計 53,000円 累計 1,085,000円
武藤廣茂 君 鎌倉会員ご入会おめでとうございます。しばらくの間、紅一点になりま

すがよろしくお願いします。先週のクラブ協議会で貴重なご意見ありが
とうございました。

谷川千代則君 坂本さん、本日の卓話よろしくお願いします。鎌倉さん、入会おめでと
うございます。

増井義久 君 鎌倉さん、入会おめでとうございます。末永く宜しくお願いします。
石野捨雄 君 ちょっと嬉しいことがありました。感謝。
鎌倉美知子君 本日入会させていただきました鎌倉美知子でございます。どうぞよろし

くお願いします。
楠原忠夫 君 本日のレクチャーコンサート、よろしくお願いします。
倉田智史 君 先月、結婚記念のお花をいただきまして、ありがとうございます。

無事に22年目を迎えることができました。ありがとうございました。
鈴木 譲 君 鎌倉さん、入会おめでとうございます。
武中洋勝 君 坂本さん、本日の演奏楽しみにしています。宜しくお願いします。
中村信清 君 平野さん、金星さん、今日はありがとうございました。
南谷正仁 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。
宮西正伸 君 鎌倉美知子さん、ご入会おめでとうございます。
ニコニコ協力 河野里志 君 成田和哉 君 野末勝宏 君 堀内眞治 君

宮坂勝紀 君


