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地区スローガン

クラブテーマ

伝統と革新

「地域に必要とされる

世界はひとつ
RI会長

No.1952

クラブになろう！」

RI第2650地区ガバナー
佐竹 力總

マーク・ダニエル・マローニー

会 長：増井 義久 副会長：宮西 正伸 幹事：倉田 智史
例会日：毎週火曜日 17：30〜18：30 例会場：奈良ホテル

第25回 1.14 本日のプログラム

会長あいさつ

後期活動方針発表
クラブ協議会（例会終了後）

今後のプログラム
1月21日 卓話
奈良地方裁判所 刑事部
部統括判事 岩﨑邦生様
結婚記念日・誕生日お祝い
（1月23日クラブ創立記念日）
新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。

1月28日 クラブ討論会（職業奉仕担当）
2月4日 卓話

『菩提酛（ぼだいもと）清酒祭について』
2月18日 卓話
清酒発症の地 奈良というのは以前もお話
しさせていただきましたが、『菩提酛清酒
祭』が今年は1月11日（土）に開催されま
す。清酒の2回目の仕込みの工程を正暦寺
の境内で見ることができるのですが、これ
が見られるのは奈良だけです。時間の許す
方は足を運んでいただけたらなあと思いま
す。

例会状況報告
1月 7日 第24回 通算第1951回例会
出席者 56名
出席率 90.32％
12月17日 第22回
出席率

通算第1949回例会（修正）
91.80％

詳しくは動画をご覧下さい。
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理事会報告
増井会長
◯東京恵比寿RC交換卓話
3/24（火）東京恵比寿RCにて
卓話講師 北河原パストガバナー
4/14（火）当クラブにて

◯名誉会員の承認
中井一男さん
◯「ロータリーの友」
「ロータリーショーケース」投稿予定
弁当の日なら
松岡会員 白寿のお祝い

◯IM準備委員会発足
◯グローバル補助金奨学生
当クラブで担当いたします。
担当 髙野委員長

会報・雑誌委員会

会費納入のお願い
辻本和久委員長

堀内会計

〇「ロータリーの友」読みどころ
侃侃諤諤コーナー
例会の席は固定派？シャッフル派？

状差しに、「後期会費納入のお願い」を入れ
させていただきました。1月31日までにお支
払いの方を宜しくお願いいたします。

〇「ロータリーの友」投稿の報告
弁当の日ならの記事を投稿させていただき
ました。

職業奉仕委員会

未来計画特別委員会
鈴木委員長

髙野委員長

職業奉仕についての講演会があります。とく
に入会3年未満の方は、職業奉仕について勉
強していただきたいので、ぜひご参加を宜し
くお願いいたします。

1月14日の例会終了後、クラブ協議会を開催
させていただきます。テーマは「組織変更」
と「メイキャップ」についてですが、メイキャッ
プについては年度内ならＯＫという話があり
ます。是非みなさんの意見を参考にさせてい
ただきたいと思いますので、できれば全員、
ご参加を宜しくお願いいたします。

日時 2月24日（月・振休）13:00開演
場所 京都テルサホール
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幹事報告

乾杯（友愛例会）
倉田幹事

＜案内＞ 1月14日は後期活動方針発表ですので、
各委員長は出席をお願いします。
例会終了後にクラブ協議会があります。
＜回覧＞ ＲＡＣニュース、地区大会出欠表、
東京恵比寿RC交換卓話出欠表
＜状差し＞
後期会費請求書を入れております。
宮西副会長

増井義久 君
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。

潮田悦男 君
新年おめでとうございます。本年より、院長を卒業
し、医療法人の理事長専従となりました。引き続き
よろしくお願いします。

宮西正伸 君
明けましておめでとうございます。本年もどうぞ
よろしくお願い致します。

金星昇 君
明けましておめでとうございます。本年もよろしく
お願い申し上げます。

倉田智史 君
あけましておめでとうございます。本年もどうぞ
宜しくお願い致します。
多田実 君
今年もよろしくお願い致します。

清岡義教 君
明けましておめでとうございます。後半、会員増強
のご協力宜しくお願い致します。
楠原忠夫 君
あけましておめでとうございます。今年も宜しくお
願いします。又、先日は林さんお世話になりました。
ありがとうございます

北河原公敬 君
新年あけましておめでとうございます。令和初め
ての正月、そして十二支の第一番目の子年という
ことで、記念すべき新年となりました。今年こそ
災害の無い年であってほしいと願っております。

河野里志 君
今年1年よろしくお願いします。

飯田二昭 君
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。生駒山の初日の出、今年は最
高でした。賀状有難うございました。

谷川千代則 君
本年もよろしくお願いします。
中條章夫 君
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。ニコニコを今年もよろしく。

石野捨雄 君
本年もよろしくお願いします。

辻本幸則 君
新年おめでとうございます。本年も宜しくお願いい
たします。

市田富久夫 君
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。

冨川悟 君
新年あけましておめでとうございます。今年もよろ
しくお願いします。

井上正行 君
皆様あけましておめでとうございます。今年も宜
しくお願いします。
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中奥雅巳 君
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。
中村信清 君
明けましてお目出度うございます。本年もよろしく
願い上げます。
成田和哉 君
新年あけましておめでとうございます。本年もどう
ぞ宜しくお願いいたします。
野﨑隆男 君
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。
野末勝宏 君
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお
願い致します。年末には、結婚記念日の素敵なお花、
ありがとうございました。
平野貞治 君
おめでとうございます。今年もよろしく
福本良平 君
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。
藤井正勝 君
新年明けましておめでとうございます。今年も宜し
くご指導の程お願い申し上げます。

藤川保雄 君
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお
願いします。
堀内眞治 君
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。
水野憲治 君
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。
武藤廣茂 君
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。川端様、先日はご配慮ありがとうござ
いました。
山口尚紀 君
新年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。
ニコニコ協力
梅谷裕規 君
小西敏文 君
辻本和弘 君
南谷正仁 君

大塩栄作 君
城田真平 君
中嶌 大 君
矢追家麻呂君

鎌倉美智子君
鈴木 譲 君
西村甲児 君
弓場裕史 君

1月7日合計 138,000円 累計 1,555,000円
本日もご協力いただきありがとうございました。

例会変更のお知らせ
■奈良西ロータリークラブ■
＜休会＞
1月16日（木）･･･定款第8条第1節Cによる
＊ビジター受付は行いません。

■やまとまほろばロータリークラブ■
＜休会＞
1月16日（木）･･･定款第8条第1節Cによる
＊ビジター受付は行いません。

＜例会変更＞1月30日（木）･･･移動例会のため
＊ビジター受付は、1月30日（木）
17:30〜18:00まで奈良ロイヤルホテル1階フロ
ント横にて行います。

■大和郡山ロータリークラブ■
＜例会変更＞
1月20日（月）･･･新年例会のため
＊ビジター受付は、1月20日（月）
12:00〜12:30まで奈良プラザホテル1階フロン
ト横にて行います。

事務局 〒630-8115奈良市大宮町6丁目3-7 中室ﾋﾞﾙ3F
TEL：0742-33-8583 FAX：0742-33-8600
HP：http://naraomiya-rc.jp/
会報・雑誌委員長：辻本和久 副委員長：吉田英正
委員：森山斗福 塩澤克利 城田真平 岡﨑真人
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