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クラブテーマ

「地域に必要とされる

クラブになろう！」

2019-20年度 RIテーマ

RI会長

マーク・ダニエル・マローニー

RI第2650地区ガバナー

佐竹 力總

今後のプログラム

6月16日 移動例会

（奈良 万葉若草の宿 三笠）

6月23日 入会式

6月30日 友愛例会

入会式

結婚記念日・誕生日お祝い

会長退任挨拶・幹事退任挨拶

例会状況報告

6月 2日 第31回 通算第1958回例会

出席者 52名

出席率 89.66％

2月18日 第29回 通算第1956回例会（修正）

欠席補填者 8名

修正出席率 100.00％

第32回 6.9 本日のプログラム

臨時総会

クラブ協議会（年間報告）

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

会長あいさつ

みなさま、こんにちは！お久しぶりです。

武中SAにこのような手作りの飛沫防止パネルを

準備していただいて、感染対策もバッチリです。

今年度の例会開催は無理かなと思っておりまし

たが、コロナ感染も落ち着き、緊急事態宣言も

解除されましたので、通常例会を開催すること

になりました。

休会の期間も、持ち回り理事会を6回以上、臨

時理事会も3回させていただきましたし、奉仕

プロジェクトもさせていただきました。緊急事

態のなか、ご協力いただきましてありがとうご

ざいました。改めて御礼申し上げます。

詳しくは動画をご覧下さい。
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理事会報告

賀寿・喜寿のお祝い黄綬褒章受章のお祝い

賀寿 平野会員

喜寿 北河原会員

福本会員

増井会長

◯クールビズをスタートします

◯新入会員が9名入会されます

◯分担金、地区大会登録料を返金します

◯6月9日、クラブ協議会（年間報告）を開催します

◯第4回親睦ゴルフコンペを開催します

◯3つ奉仕プロジェクトを開催しました

・社会奉仕委員会献血活動

・食育事業（おもたせ昼ごはん）

・新型コロナ終息祈願勤行（東大寺）

◯井上会員が退会されます

詳しくは動画、後日配布の議事録ををご覧下さい。

詳しくは動画をご覧下さい。 詳しくは動画をご覧下さい。

ＲＬＩ卒後コース修了証授与

髙野会員

米山功労者の表彰

第9回マルチプル 中條会員

第2回マルチプル 梅谷会員

第2回マルチプル 鈴木会員
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臨時総会のご案内

東大寺コロナ終息祈願勤行の報告

社会奉仕委員会 髙野委員長

定款細則検討特別委員会 石野委員長

6月1日（月）、東大寺大仏殿にて「コロナ終

息祈願勤行」が行われました。奈良県下の他

クラブにもお誘いしまして、30名余りの方が

参加されました。ご参加いただきありがとう

ございました。

会員増強委員会

清岡委員長

名簿の内容確認のお願い

このような状況の中で、みなさんからご紹介を

いただき、9名の新入会員が入会することにな

りました。ご紹介ありがとうございました。

6月23日 8名

6月30日 1名

の入会式を予定しておりますので、よろしくお

願いいたします。

第4回親睦ゴルフコンペのご案内

親睦活動委員会 山口委員長

日時 2020年6月18日（木）8時集合

場所 柳生カントリークラブ

今年度最後のゴルフコンペですので、ご参

加をよろしくお願い申し上げます。

水野副幹事

概況報告の作成をしておりますが、その中で名

簿の内容に変更がないかご確認をお願いいたし
ます。

写真を差し替えしたい方は、冨川会員の会社で

撮影をさせていただきますので、お申し出くだ
さい。
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幹事報告
倉田幹事

◯案内

・6月9日臨時総会、クラブ協議会（年間報告）の案内

・6月16日移動例会（奈良万葉若草の宿三笠）の案内

お酒の提供はありません。

◯報告

塩澤克利君の退会について

◯回覧

緑の羽根の募金

ラックニュース

退会のあいさつ

塩澤克利君

◯出欠表回覧

・6月9日例会

・6月16日移動例会

・第4回親睦ゴルフコンペ

◯状差し

・6月予定表

・社会を明るくする運動リーフレット

◯例会変更の案内
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増井義久 君

やっと例会が再開できました。1日でも早く日常に戻

れる事を願います。

宮西正伸 君

皆様お久しぶりでございます。

倉田智史 君

お久し振りに、皆様にお会い出来ることが、大変有

り難く思っております。休会・変更等が多くあり、

皆様には大変ご面倒をお掛けしました。本年度残り1ヶ

月となりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。

北河原公敬 君

昨日は新型コロナウィルス終息祈願並びに、亡くな

られた方の慰霊法要にご参拝下さり、私どもと一緒

に祈りを捧げていただきありがとうございました。

元通りの日常生活が待たれます。4月2日にはクラブ

から結婚記念日のお花をお届けいただきありがとう

ございました。 本日は喜寿(5月9日)のお祝いを頂

戴しありがとうございます。ますます年老いていく

ことになるのでしょうか。皆様のご迷惑にならない

よう精進致したいと思います。

福本良平 君

今度は受賞の御祝ありがとうございました。

飯田二昭 君

例会の再開を喜んで

井上正行 君

皆様お久しぶりにお会い出来て良かったです。お変

わりございませんか。

潮田悦男 君

奈良大宮ロータリークラブ入会以来20年、会員でゴ

ルフの大先達である小西会員についに将棋の香車落

ちにあたるハンディキャップハーフに2つさし上げる

位置まできました。最高はハーフ7つもらっておりま

した。やっとここまで到達しました。

清岡義教 君

久々のRC楽しみにしておりました。

佐川肇 君

結婚記念日のお祝いのお花有り難うございます。51

回目になります。コロナに負けず皆さんお元気で頑

張りましょう。

鈴木譲 君

久しぶりの例会を嬉しく思います。また先日の結婚

記念日には綺麗なお花をありがとうございました。

髙野治 君

献血、おもたせ昼ごはん、東大寺勤行と、多数ご参

加いただき、ありがとうございました。

多田実 君

例会を再開できてニコニコ

谷川千代則 君

結婚記念日にお花いただきありがとうございます。

妻が大喜びでした。

中條章夫 君

みなさま3カ月ぶりです。これから頑張ってコロナ

に打ちかとう。ニコニコ

辻本幸則 君

久しぶりの例会出席に感謝して。また、遅くなりま

したが、3月の結婚記念日のお花、ありがとうござ

いました。

中奥雅巳 君

皆様お久しぶりです。6月からまたよろしくお願い

します。

成田和哉 君

本日、皆様とお会いできて大変うれしい限りです。

平野貞治 君

お久振りです。お互いにコロナビールスには注意致

しませう。
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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 城田真平 岡﨑真人 渡邊あきの

武藤廣茂 君

皆様、ご無沙汰しておりました。やっとコロナも収

束の兆しが見えて来た様ですが、まだまだ予断を許

しません。お互い、体に気を付け、自粛はしても、

委縮はしない様がんばりましょう。

ニコニコ協力

市田富久夫 君 岡﨑真人 君 川端昇 君

國原正記 君 河野里志 君 武中洋勝

辻本和弘 君 西村甲児 君 野﨑隆男 君

野末勝宏 君 藤井正勝 君 堀内眞治 君

水野憲治 君 宮坂勝紀 君 森山斗福 君

矢追家麻呂 君 山口尚紀 君 弓場裕史 君

渡邊あきの 君

6月2日合計 143,000円 累計 1,947,000円 本日もご協力いただきありがとうございました。

例会場変更のお知らせ

■平城京ロータリークラブ■

6月より例会を通常通り再開いたします。

■大和高田ロータリークラブ■

6月はすべて休会します。

＊ビジター受付は行いません。

■桜井ロータリークラブ■

6月17日（水）より例会を再開いたします。

■生駒ロータリークラブ■

6月10日（水）休会

6月17日（水）17:00～17:45例会

6月24日（水）17:00～19:30移動例会

＊ビジター受付は行いません。

■五條ロータリークラブ■

6月10日（水）、6月24日（水）例会開催

＊ビジター受付は行いません。


