
４０年の歩み 

国際ロータリー第２６５０地区 

奈良大宮ロータリークラブ 



1979 1～6《竹川晴雄会長》 年度末会員数 22名

・創立総会（1月23日）

・ＲＩ加盟承認（3月1日）

・杉山嘉一ガバナー公式訪問（4月17日）

・クラブバナー完成（4月24日）

・認証状伝達式（5月15日）

・特別代表：緒方準一 （1963-1964）ガバナー（奈良）

・キーメン：竹川晴雄・飯田二昭・中井一男・綿谷安弘・箸尾文雄

・チャーターメンバー 22名

・【社会奉仕】・インドに古衣送る（3月10日）

・社会福祉協議会に寄付（5月15日）

・【親睦活動】・第1回家族会 ドリームランド（4月8日）

・第2回家族会 奈良ホテル（5月14日）

・県下ロータリー囲碁大会（4月22日）

・生駒RC主催囲碁大会（5月20日）

・ゴルフ同好会 平城会 発足（6月14日）

・第3回家族会 例会場（6月26日）

＊その他

創立総会

40年の主な事業および出来事
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特別代表：緒方準一

（1963-1964）ガバナー（奈良）

認証状伝達式

ゴルフ同好会 平城会 発足第3回家族会 例会場

杉山嘉一ガバナー公式訪問

クラブバナー完成
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1979～1980 1周年《竹川晴雄 会長》 年度末会員数 25名

・久津見 専ガバナー公式訪問（9月4日）

・創立1周年記念例会（1月22日）

・「奈良大宮ロータリークラブ誕生の記録」配布（1月22日）

・【職業奉仕】 ・職場訪問 セキスイ化学工業㈱奈良工場（奈積工業㈱）（10月16日）

・「なりわい集」発刊

・【社会奉仕】 ・大宮小学校に横断旗寄贈（9月14日）

・大宮地区防犯活動・奈良公園開設100周年記念植樹・奈良の夏祭り

ベトナム難民援助・佐保川清掃事業などに協賛

・交通遺児にクリスマスプレゼント（12月14日）

・献血実施（2月29日）

・【青少年奉仕】・防犯パレード参加（10月11日）

・県下合同事業として三笠中学校に書棚・書物を贈呈（4月21日）

・【国際奉仕】 ・アジア地域大会（韓国ソウル）4名参加（9月20日～23日）

・【親睦活動】 ・家族親睦会 あやめ池遊園地 ボウリング大会（12月24日）

・家族親睦会 あやめ池遊園地 ボウリング大会（6月24日）

・ゴルフコンペ（10月14日）

・県下ロータリー囲碁大会（2月11日）

＊その他

久津見 専ガバナー公式訪問 創立1周年記念例会
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大宮地区防犯活動・奈良公園開設100周年記念植樹・奈良の夏祭り

ベトナム難民援助・佐保川清掃事業などに協賛

県下合同事業として三笠中学校に

書棚・書物を贈呈
献血実施

家族親睦会 あやめ池遊園地 ボウリング大会

アジア地域大会

（韓国ソウル）4名参加

「奈良大宮ロータリークラブ誕生の記録」配布 職場訪問 セキスイ化学工業㈱奈良工場

（奈積工業㈱）

「なりわい集」発刊
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1980～1981《田中誠二 会長》 年度末会員数 34名

・渡邉彌藏ガバナー公式訪問（7月22日）

・【職業奉仕】 ・工場見学 キリンビール京都工場（8月13日）

・従業員表彰（会員事業所3名）（10月14日）

・公務員表彰（警察官1名）

・職場訪問 奈良電報電話局（10月14日）・呉竹精昇堂（3月10日）

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【社会奉仕】 ・奈良の夏祭りに協賛（7月24日）

・夏の交通安全パレード参加（7月25日）

・交通遺児バザー展協力（9月28日）

・奈良交通安全協会にフィルム寄贈（10月21日）

・大宮児童公園の整備（11月18日）

・みどりの家慰問（12月14日）

・会員および家族の健康診断（2月10日・24日）

・秋の交通安全パレード参加（9月21日）

・全国植樹祭に協賛（12月10日）

・春の交通安全パレード参加（4月5日）

・献血実施（5月26日）

・【青少年奉仕】・勤労学生表彰（9月9日）

・RYLA参加（11月15日～16日）

・家族会 京都社寺見学（5月31日）

・【親睦活動】 ・家族会 あやめ池遊園地（12月26日）

・家族会 京都社寺見学（5月31日）

・ゴルフ大会（10月19日）

・県下ロータリーソフトボール大会（11月24日）

・県下ロータリー囲碁大会（2月11日）

・テーブルマナー講習会 （例会場）（6月20日）

・結婚記念日に夫人を例会に招待

・例会後ビールパーティ7回開催

＊その他
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家族会 あやめ池遊園地

奈良交通安全協会にフィルム寄贈 大宮児童公園の整備

勤労学生表彰

家族会 京都社寺見学 県下ロータリーソフトボール大会

渡邉彌藏ガバナー公式訪問

米山奨学生受け入れ
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1981～1982《綿谷安弘 会長》 年度末会員数 37名

・川島春雄ガバナー公式訪問（9月29日）

・【職業奉仕】 ・なりわい集第2編配布（10月13日）

・職場訪問 シャープ郡山工場（10月23日）・あかしや（3月27日）

・優良従業員表彰（10月13日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通パレード参加（9月21日）

・交通遺児バザー出品（9月29日）

・奈良県立養護学校に慰問金（11月18日）

・会員・家族の健康診断（２月16日・23日）

・ゴミ持ち帰り運動参加（3月2日）

・春の交通パレード参加（4月6日）

・「ゴミ持ち帰り運動」のビニール袋配布（6月18日）

・献血活動（6月19日・26日）

・【青少年奉仕】・優良勤労者青少年の表彰（9月22日）

・ＲＹＬＡ参加

・【国際奉仕】 ・インドに古衣送る（12月16日）

・インドに井戸を贈る運動に資金提供

・【親睦活動】 ・家族会 吉野バス旅行（5月23日）

・ゴルフ同好会5回開催

・美容相談 カネボウ化粧品（9月1日）

・県下ロータリーゴルフ大会（5月18日）

・県下ロータリーソフトボール大会初参加（11月22日）

・家族親睦忘年会

・県下親睦囲碁大会

・家族親睦忘年会 奈良パークホテル(12月5日)

・県下ロータリー囲碁大会(2月11日)

＊その他

なりわい集第2編配布川島春雄ガバナー公式訪問
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献血活動

秋の交通パレード参加

奈良県立養護学校に慰問金 春の交通パレード参加

優良勤労者青少年の表彰 家族会 吉野バス旅行

職場訪問 シャープ郡山工場
職場訪問 あかしや

家族親睦忘年会

県下ロータリーソフトボール大会初参加
県下親睦囲碁大会 ゴルフ同好会5回開催
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1982～1983《城家 繁 会長》 年度末会員数 40名

・堀場雅夫ガバナー公式訪問（8月31日）

・【職業奉仕】 ・優良従業員5名表彰（10月19日）

・職場訪問 松下住設機器㈱工場（11月9日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通パレード参加（9月21日）

・交通遺児の会バザー出展（9月23日）

・新大宮駅前自転車・単車放置防止運動参加（11月16日）（1月25日）

・みどりの家クリスマスプレゼント（12月5日）

・会員・家族健康診断（3月22日・23日）

・春の交通パレード参加（5月11日）

・献血運動（6月11日・18日・25日）

・【青少年奉仕】・奈良ボーイスカウトにキャンプ用品贈呈（5月15日）

・RYLA参加

・勤労学生表彰2名（9月14日）

・【国際奉仕】 ・奈良学生ガイド3名表彰（9月14日）

・「平和への七つの道」配布（2月15日）

･ 【親睦活動】 ・忘年家族親睦会 ホテル平城（12月19日）

・家族親睦会 平等院・比叡山バスツアー（5月8日）

・平城会ゴルフコンぺ3回開催（11月21日）（3月10日）（6月9日）

・県下ロータリーソフトボール大会（10月24日）

・県下ロータリー囲碁大会（2月11日）

・県下ロータリーゴルフ大会（4月29日）

＊その他

堀場雅夫ガバナー公式訪問
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県下ロータリーソフトボール大会

新大宮駅前自転車・単車放置防止運動参加 忘年家族親睦会 ホテル平城

平城会ゴルフコンぺ3回開催

職場訪問 松下住設機器㈱工場 秋の交通パレード参加
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1983～1984 5周年《清水孝一郎 会長》 年度末会員数 47名

シニアアクチブ会員 2名

・財津 晃ガバナー 公式訪問 （7月19日）

・創立5周年記念例会（1月24日）

・新大宮駅前に周辺地図贈呈（12月27日）

・【職業奉仕】 ・職業奉仕事例集「野に咲いた花」配布

・職場訪問 南都銀行事務センター（10月25日）

・会員職場優良従業員表彰 センコー（株）・服部医院（10月25日）

・毎月カネボウ化粧品販売で会員家族の美容相談

・【社会奉仕】 ・会員・家族の健康診断（2月7日・14日）

・平城京クリーン作戦参加（7月10日）

・交通遺児バザーに協賛（9月30日）

・みどりの家クリスマスパーティ協賛（12月11日）

・春の交通パレード参加（4月6日）

・献血（6月16日・23日）

・大宮地区自転車不法放置に対す啓蒙活動（6月28日）

・【青少年奉仕】・勤労学生表彰3名（奈商工）（9月20日）

・RYLA参加（10月15日）

・ボーイスカウトにテント2張り寄贈（4月8日）

・大宮小学校に図書寄贈（6月20日）

・【国際奉仕】 ・奈良学生ガイド表彰（9月20日）

・ベトナム難民キャンプ訪問、5万円寄贈（10月6日）

・GSE歓迎パーティー参加（5月13日）

・【親睦活動】 ・家族親睦会 奈良パークホテル（12月18日）

・家族親睦会 伊賀上野～室生寺（6月3日）

・親睦ゲートボール大会開催（7月10日）

・平城会コンペ4回開催（9月13日・11月10日）

・県下ロータリーソフトボール大会参加（10月23日）

・県下ロータリーゴルフ大会（5月25日）

・県下ロータリー囲碁大会（2月11日）

＊その他

財津 晃ガバナー 公式訪問創立5周年記念例会
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大宮小学校に図書寄贈

みどりの家クリスマスパーティ協賛

大宮地区自転車不法放置に対す啓蒙活動 勤労学生表彰3名（奈商工）

家族親睦会 奈良パークホテル
家族親睦会 伊賀上野～室生寺

平城京クリーン作戦参加新大宮駅前に周辺地図贈呈

親睦ゲートボール大会開催
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1984～1985《箸尾文雄 会長》 年度末会員数 50名

シニアアクチブ会員 2名

・羽根 實ガバナー公式訪問（11月6日）

・IGM（インターシティゼネラルフォーラム）ホスト（12月1日）

・【職業奉仕】 ・会員事務所優良従事員3名表彰（10月23日）

・職場訪問 日本専売公社関西工場（10月9日）

・【社会奉仕】 ・大宮地区放置自転車禁止区域での指導・啓蒙活動（7月26日）

・秋の交通安全パレード参加

・全国身障者スポーツ大会協力（10月25日～28日）

・平城宮跡に市内4クラブ合同事業の顕彰板の設立

・奈良総合福祉センター見学（3月19日）

・奈良市母子家庭運動会参加、記念品贈呈（5月26日）

・【青少年奉仕】・RYLA参加（11月24日・25日）

・勤労学生表彰2名（奈良商業高校）（10月2日）

・家庭教育を考える会実施 パネルディスカッション（9月18日）

・大安寺小学校に図書券贈呈（4月28日）

・【国際奉仕】 ・奈良学生ガイドに図書券贈呈（10月2日）

・アジア・アフリカ難民に「スターベーションランチ」実施（12月25日）

・【親睦活動】 ・年末忘年家族親睦会 奈良パークホテル（12月16日）

・年度末家族親睦会 国立民族学博物館、日本庭園、京都綿水亭、一休寺

（5月19日）

・平城会4回開催

＊その他

羽根 實ガバナー公式訪問

IGM（インターシティゼネラルフォーラム）ホスト
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秋の交通安全パレード参加 年末忘年家族親睦会 奈良パークホテル

年度末家族親睦会

国立民族学博物館、日本庭園、京都綿水亭、一休寺

IGM（インターシティゼネラルフォーラム）ホスト 大宮地区放置自転車禁止区域での指導・啓蒙活動
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1985～1986《日吉晴雄 会長》 年度末会員数 55名

シニアアクチブ会員 3名

・増田房二ガバナー公式訪問（10月1日）

・太宰府RC訪問、友好クラブ締結調印（3月1日）

・太宰府RCより来訪、合同例会（3月18日）

・太宰府RCに八重桜贈呈

・太宰府RCより送られた梅を菅原天満宮に植樹（3月7日）

・【職業奉仕】 ・優良従業員表彰5名（10月29日）

・職場訪問 積水化学工業㈱（11月6日）

・【社会奉仕】 ・市民ふれあい運動 カーブミラー清掃（7月14日・5月25日）

・警笛付き交通安全旗市に寄贈（7月30日）

・交通安全啓蒙用のＴＶ・ビデオを交通安全協会に寄贈（8月6日）

・秋の交通安全パレード参加（9月21日）

・全国防犯運動パレード参加（10月11日）

・会員・家族の健康診断（12月17日～19日）

・献血運動（2月23日）

・春の交通安全パレード参加（4月6日）

・【青少年奉仕】・勤労学生表彰2名（9月17日）

・「青少年の声を聞く集い」開催（9月28日・29日）

・RYLA参加（11月16日・17日）

・大宮小学校に図書券寄贈（2月1日）

・【国際奉仕】 ・奈良西RCの協力で外国人留学生との交歓会開催（6月22日）

・【親睦活動】 ・年末家族親睦会 奈良パークホテル（12月22日）

・春の家族親睦会 六甲山バーベキューパーティー、大阪ツイン21見学

（6月1日）

・毎月のミニ親睦会

・3か月に1回たたみ例会（奈良パークホテル）

・ゴルフコンペ3回

・県下ロータリーソフトボール大会参加

・5つの同好会設立 ①釣り同好会 ②マージャン同好会 ③将棋同好会

④囲碁同好会 ⑤歩こう同好会

＊その他

増田房二ガバナー公式訪問
太宰府RC訪問、友好クラブ締結調印
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秋の交通安全パレード参加

太宰府RCより送られた梅を

菅原天満宮に植樹

職場訪問 積水化学工業㈱ 市民ふれあい運動

カーブミラー清掃

「青少年の声を聞く集い」開催 年末家族親睦会 奈良パークホテル

太宰府RCより来訪、合同例会

年末家族親睦会 奈良パークホテル 春の家族親睦会

六甲山バーベキューパーティー、

大阪ツイン21見学

県下ロータリーソフトボール大会参加
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1986～1987《大谷政之 会長》 年度末会員数 56名

シニアアクチブ会員 3名

・佐々木勝順ガバナー公式訪問（8月26日）

・【職業奉仕】 ・優良従業員表彰3名（10月21日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全パレード参加（9月21日）

・秋の防犯パレード参加（10月11日）

・交通事故防止県民決起大集会参加（11月7日）

・献血（4月25日）

・佐保川清掃・稚魚放流（4月26日）

・春の交通安全パレード参加（5月11日）

・市民ふれあい運動参加 放置自転車の整理・駅前清掃（5月31日）

・【青少年奉仕】・RYLA参加（10月11日・12日）

・「青少年健全育成の為のパネル討論会」開催（9月27日）

・【国際奉仕】 ・GSEホームステイ2名受け入れ（5月13日～15日）

・【親睦活動】 ・忘年家族親睦会 奈良パークホテル（12月7日）

・年度末家族親睦会 琵琶湖ミシガン、日吉大社（6月7日）

・県下ロータリー親睦ゴルフ大会（5月12日）

・県下ロータリーソフトボール大会（5月24日）

・ミニ親睦会2回開催

・親睦ゴルフ会4回開催

・太宰府RC10周年記念行事参加（6月2日）

＊その他

佐々木勝順ガバナー公式訪問 交通事故防止県民決起大集会参加
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GSEホームステイ2名受け入れ

春の交通安全パレード参加 「青少年健全育成の為のパネル討論会」開催

「青少年健全育成の為のパネル討論会」開催

年度末家族親睦会 琵琶湖ミシガン、日吉大社 県下ロータリー親睦ゴルフ大会

献血
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1987～1988《中井一男 会長》 年度末会員数 56名

シニアアクチブ会員 7名

・小谷隆一ガバナー公式訪問（9月1日）

・【職業奉仕】 ・四つのテスト テレホンカード作成（10月15日）

・優良従業員表彰4名（10月27日）

・職場見学 NTT情報文化センター、松下電工京橋ショールーム（11月10日）

・【社会奉仕】 ・市内4クラブ合同地区一斉美化清掃、奈良シルク博協賛（4月10日）

・会員・家族健康診断（3月）

・献血活動（11月28日）

・県立西ノ京養護学校、奈良養護学校訪問、寄付（3月29日）

・秋の防犯パレード参加（10月14日）

・秋の交通安全パレード参加（9月21日）

・春の交通安全パレード参加（4月6日）

・いのちの電話、緑化運動、市民ふれあい運動に協力

・【青少年奉仕】・勤労学生表彰3名（奈良商業高校）（10月20日）

・大安寺小学校にビデオデッキ贈呈（3月3日）

・ボーイスカウト奈良地区協議会にテント寄贈（6月30日）

・【国際奉仕】

・【親睦活動】 ・家族親睦忘年会 奈良パークホテル（12月13日）

・年度末家族会 金閣寺見学（5月29日）

・ゴルフ会4回開催

・グルメとテーブルマナー教室 奈良ホテル（3月17日）

・9周年記念例会に太宰府RC会長夫妻を招待（1月19日）

＊その他

小谷隆一ガバナー公式訪問 優良従業員表彰4名

-19-



ボーイスカウト奈良地区協議会にテント寄贈

秋の防犯パレード参加
春の交通安全パレード参加

勤労学生表彰3名（奈良商業高校）

家族親睦忘年会 奈良パークホテル

年度末家族会 金閣寺見学

市内4クラブ合同地区一斉美化清掃、奈良シルク博協賛 県立西ノ京養護学校、奈良養護学校訪問、寄付
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1988～1989 10周年《疋田憲男 会長》 年度末会員数 56名

シニアアクチブ会員 10名

・細田精一ガバナー公式訪問（8月2日）

・10周年記念例会・記念講演「大和の藤の木古墳」・懇親会（1月24日）

・記念事業 ①佐保川美化推進のための建植看板5基 奈良市に寄贈

②ボランティア車 奈良市社会福祉協議会に寄贈

③懸賞論文募集 5名表彰

・市内４RC合同公開記念事業開催 「国際社会の万葉時代」「21世紀の国際人ってなあに？」

奈良新公会堂（4月1日）

・【職業奉仕】 ・職場見学 森精機㈱本社工場（10月4日）

・優良従業員表彰3名（10月18日）

・【社会奉仕】 ・献血運動全国大会参加

・秋の交通安全大会参加（9月20日）

・社会を明るくする運動協賛

・奈良いのちの電話10周年記念事業助成

・会員・家族の健康診断

・松の緑を守る会助成

・春の交通安全大会参加

・新大宮駅前広場植樹

・佐保川清掃行事協賛

・【青少年奉仕】・RYLA参加2名（8月20日・21日）

・勤労学生表彰（10月4日）

・大安寺西小学校にスポットライト贈呈（9月14日）

・母子家庭運動会に参加（10月16日）

・【国際奉仕】 ・アフガン難民救済

・アルメニア義援金

・【親睦活動】 ・忘年家族親睦会 奈良パークホテル（11月27日）

・年度末家族例会 五主海岸 潮干狩（5月21日）

・ゴルフコンペ4回

・太宰府RCとの懇親会（9月3日）

・平城京RCと合同例会（10月29日）

・県下ロータリーゴルフ大会（11月27日）

・ミニ親睦会（6月27日）

細田精一ガバナー公式訪問 10周年記念例会・記念講演

「大和の藤の木古墳」・懇親会
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RYLA参加2名
新大宮駅前広場植樹

大安寺西小学校に

スポットライト贈呈

勤労学生表彰

佐保川美化推進のための建植看板5基

奈良市に寄贈

ボランティア車

奈良市社会福祉協議会に寄贈

市内４RC合同公開記念事業開催

「国際社会の万葉時代」「21世紀の国際人ってなあに？」奈良新公会堂

優良従業員表彰3名

10周年記念例会・記念講演

「大和の藤の木古墳」・懇親会

忘年家族親睦会

奈良パークホテル

年度末家族例会

五主海岸 潮干狩平城京RCと合同例会
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1989～1990《深澤文雄 会長》 年度末会員数 51名

シニアアクチブ会員 12名

・津田佐兵衛ガバナー公式訪問（10月24日）

・【職業奉仕】 ・4小委員会を設置（職業就職相談、職業指導、職業情報、職業活動表彰）

・優良職業者表彰（ロータリーの奉仕の理想を実証人物表彰）2名（1月9日）

・国際花と緑の博覧会企業パビリオン見学

・【社会奉仕】・市民交通安全運動参加

・交通表示板大宮地区に30か所設置（2月17日）

・佐保川堤防上にカンナの苗木600本植樹

・献血運動（12月7日）

・会員健康診断

・奈良市家庭奉仕員5名表彰（9月14日）

・【青少年奉仕】・RYLA参加2名（8月19日・20日）

・大宮小学校に図書券10万円寄贈（3月22日）

・勤労学生表彰1名（11月7日）

・青少年問題を考える集い 4クラブ合同行事（10月27日）

・【国際奉仕】 ・日米学生会議文化交流会をホスト（8月10日）

・GSEチーム受け入れ（5月11日～15日）

・【親睦活動】 ・年末家族親睦会 奈良ホテル（12月3日）

・年度末家族親睦会 花の万博（5月27日）

・太宰府RC親善訪問（5月2日・3日）

・県下ロータリーソフトボール大会・囲碁大会・ゴルフ大会参加

・平城RCとの合同ゴルフ大会（12月21日）

＊その他

津田佐兵衛ガバナー公式訪問

市民交通安全運動参加
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GSEチーム受け入れ

大宮小学校に図書券10万円寄贈 青少年問題を考える集い 4クラブ合同行事

日米学生会議文化交流会をホスト

年度末家族親睦会 花の万博

県下ロータリー親睦ゴルフ大会

交通表示板大宮地区に30か所設置 佐保川堤防上にカンナの苗木600本植樹
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1990～1991《西口道徳 会長》 年度末会員数 57名

シニアアクチブ会員 11名

・中野重宏ガバナー公式訪問（12月4日）

・県北7クラブゴルフの会（鴟尾の会）第1回大会（5月14日）

・【職業奉仕】 ・4小委員会設置

・優良職業者表彰3名

・4つのテストプレート作成

・職場見学 美浜原子力発電所（3月10日）

・【社会奉仕 】・木津川河川敷で奈良ボーイスカウト指導のもと、会員家族のデイキャンプ

開催、河原一帯の清掃活動（7月22日）

・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・高齢者福祉事業功労者表彰（9月25日）

・皆の森造成事業に補助金贈呈（10月2日）

・防犯市民決起大会パレード参加（10月11日）

・皆の森造成事業に係る樹木植栽（11月16日）

・献血活動（11月26日）

・全国交通安全運動市民決起大会パレード参加（5月11日）

・奈良県植樹祭参加（5月16日）

・大倭安宿苑長曽根寮に車椅子5台贈呈（6月6日）

・【青少年奉仕】・RYLA参加2名

・大安寺西小学校に教育機器贈呈（3月14日）

・ボーイスカウト奈良第15師団にテント寄贈

・【国際奉仕】 ・デンマークよりGSE受け入れ（3月21日～28日）

・ロータリー財団奨学生推薦

・【親睦活動】 ・忘年家族例会 奈良パークホテル（12月9日）

・年度末家族親睦会 吉野（6月16日）

・奈良西・平城合同ゴルフコンペ開催（9月27日）

・県下ソフトボール大会参加（11月23日）

・県下囲碁大会参加（2月11日）

・夫婦で米山記念館訪問（4月13日・14日）

・太宰府RC来寧、飛鳥に招待（4月20日・21日）

・絵画とワインを楽しむ会（5月28日）

・ゴルフ同好会4回、最終は能登方面（6月20日・21日）

中野重宏ガバナー公式訪問 職場見学

美浜原子力発電所

県北7クラブゴルフの会

（鴟尾の会）第1回大会
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大安寺西小学校に教育機器贈呈

防犯市民決起大会パレード参加

皆の森造成事業に補助金贈呈 大倭安宿苑長曽根寮に車椅子5台贈呈

ボーイスカウト奈良第15師団にテント寄贈 忘年家族例会 奈良パークホテル

木津川河川敷で奈良ボーイスカウト

指導のもと、会員家族のデイキャンプ

開催、河原一帯の清掃活動

奈良西・平城合同ゴルフコンペ開催

太宰府RC来寧、飛鳥に招待

秋の交通安全市民決起大会参加

県下ソフトボール大会参加

-26-



1991～1992《高辻良信 会長》 年度末会員数 53名

シニアアクチブ会員 14名

・西村大治郎ガバナー公式訪問（11月12日）

・【職業奉仕】 ・職員表彰5名

・職場訪問 関西セキスイ工業㈱（4月28日）

・【社会奉仕】 ・環境ポスター各事業所配布、環境下敷き小学校に配布

・佐保川清掃協力

・交通安全運動、防犯パレード参加

・献血活動

・会員・家族の健康診断

・【青少年奉仕】・RYLA参加6名（8月31日～9月1日）

・佐保川小学校にカメラ2台贈呈（2月13日）

・アオハニ会にミシン贈呈

・【国際奉仕】 ・ロータリー財団奨学生推薦（3月）

・外国人留学生3名に奨学金贈呈（4月21日）

・GSEサヨナラパーティー出席（4月24日）

・【親睦活動】 ・忘年家族会 奈良パークホテル（12月8日）

・年末家族会 京都嵐山、トロッコ列車（6月7日）

・県下ゴルフ大会、囲碁大会、ソフトボール大会、鴟尾の会ゴルフ大会参加

・太宰府RC15周年例会参加（5月8日・9日）

・テニス同好会

＊その他
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西村大治郎ガバナー公式訪問

職場訪問 関西セキスイ工業㈱

環境ポスター各事業所配布、環境下敷き小学校に配布

アオハニ会にミシン贈呈

忘年家族会 奈良パークホテル

年末家族会 京都嵐山、トロッコ列車

県下ゴルフ大会、囲碁大会、ソフトボール大会、鴟尾の会ゴルフ大会参加
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1992～1993《深澤文雄 会長》 年度末会員数 47名

シニアアクチブ会員 17名

・林 一彦ガバナー公式訪問（9月8日）

・【職業奉仕】 ・優良従業員表彰3名（10月27日）

・関西電気通信基礎技術研究所（ATR）・けいはんなプラザ見学（5月11日）

・【社会奉仕 】・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・会員・家族の健康診断（10月12日～19日）（2月22日～25日）

・環境事業施設見学（平城ニュータウンゴミ焼却工場・汚水処理場（11月26日）

・献血運動（2月16日）

・春の交通安全市民運動参加（4月16日）

・【青少年奉仕】・国際交流大和路ふれあい事業に協賛、果物提供（9月12日・13日）

・佐保川小学校に図書寄贈（2月22日）

・RYLA青年の船１名参加（6月4日～7日）

・【国際奉仕】 ・GSEサヨナラパーティー出席

・【親睦活動】 ・忘年家族会 奈良パークホテル（12月13日）

・夜桜見学会 中之島の屋形船（4月3日）

・年度末家族会 大阪海遊館（5月30日）

・ゴルフ同好会ディアパーク（12月4日）鹿児島（6月16日・17日）

・テニス同好会（4月25日）

・県下囲碁大会、ゴルフ大会、ソフトボール大会参加

＊その他

林 一彦ガバナー公式訪問
関西電気通信基礎技術研究所（ATR）

・けいはんなプラザ見学
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春の交通安全市民運動参加

佐保川小学校に図書寄贈 忘年家族会 奈良パークホテル

ゴルフ同好会ディアパーク

テニス同好会

会員・家族の健康診断
環境事業施設見学

（平城ニュータウンゴミ焼却工場

・汚水処理場

夜桜見学会 中之島の屋形船

年度末家族会 大阪海遊館

ソフトボール大会
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1993～1994 15周年《小池恭弘 会長》 年度末会員数 42名

シニアアクチブ会員 25名

パストサービス会員 1名

・本田 茂ガバナー公式訪問（9月14日）

・15周年記念例会（1月18日）

・奈良県赤十字血液センターに血液運搬車寄贈（1月18日）

・警察署にFAX寄贈（2月15日）

・【職業奉仕】 ・職場訪問 関西電力南港発電所（10月3日）

・【社会奉仕】 ・佐保川清掃（5月22日）

・献血運動（2月10日）

・会員・家族の健康保全（12月7日～15日）

・防犯運動、春秋の交通安全パレード、暴力団をなくす市民大会参加

・【青少年奉仕】・東大寺整肢園に検査機器寄贈（10月7日）

・母子家庭ぶどう狩り菓子袋寄贈（9月27日）

・大安寺西小学校に図書寄贈（3月22日）

・奈良こども会育成連絡協議会にCDラジカセ寄贈（3月26日）

・RYLA参加（5月27日～29日）

・【国際奉仕】・青少年交換 北河原氏次女ベルギーに派遣、マジョレーヌさん受け入れを決定

・【親睦活動】 ・婦人同伴例会 春日大社 景雲殿（11月16日）

・婦人同伴例会 興福寺国宝館、ガーデン大和（4月12日）

・年末忘年家族親睦会 けいはんなプラザ都ホテル（12月12日）

・年度末家族親睦会 宝塚歌劇（5月29日）

・ゴルフ同好会4回開催

・テニス同好会（10月24日）

・県下ロータリーゴルフ大会（10月7日）

・鴟尾の会ゴルフ大会（4月8日）

・県下ボウリング大会（6月4日）

・県下囲碁大会（2月11日）

・座敷例会 奈良パークホテル（1月11日）

＊その他

本田 茂ガバナー公式訪問 15周年記念例会
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婦人同伴例会

興福寺国宝館、

ガーデン大和婦人同伴例会

春日大社 景雲殿

年度末家族親睦会

宝塚歌劇

年末忘年家族親睦会

けいはんなプラザ都ホテル

職場訪問

関西電力南港発電所

佐保川清掃

献血運動 大安寺西小学校に図書寄贈

奈良県赤十字血液センターに

血液運搬車寄贈

テニス同好会

東大寺整肢園に検査機器寄贈
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1994～1995《飯田二昭 会長》 年度末会員数 41名

シニアアクチブ会員 25名

パストサービス会員 1名

・二橋貞雄ガバナー公式訪問（10月18日）

・【職業奉仕】 ・警察官3名表彰・社会福祉職員3名表彰（10月25日）

・優良事業所見学 武田薬品㈱京都薬用植物園（6月18日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全決起集会参加（9月21日）

・奈良市防犯大会参加（10月17日）

・ボーイスカウトと新大宮駅周辺児童公園4か所清掃（11月23日）

・市内5クラブ共同環境保全啓発ポスター・カレンダー配布（12月20日）

・献血・市民相談実施（2月9日）

・大宮地区カーブミラー清掃（3月21日）

・ボーイスカウトにテント寄贈（4月）

・春の交通安全パレード参加（5月11日）

・チャリティボーリング大会 阪神淡路大震災義捐金、

・佐保川清掃・早朝例会（5月21日）

・【青少年奉仕】・ボーイスカウトに野営用食堂天幕寄贈（4月25日）

・RYLA参加（5月12日～14日）

・市立春日中学校へ図書寄贈（5月29日）

・ベルギーマルタン第5高校に図書寄贈（6月6日）

・奈良女子大学附属高校に図書寄贈（6月27日）

・【国際奉仕】 ・青少年交換 北河原宗子さんベルギーに派遣（8月7日）

・青少年交換学生マジョレーヌさんベルギーより受け入れ（8月21日）

・RI国際大会参加（6月11日～14日）

・世界親睦活動（WFA）のIYFRに3名入会

・【親睦活動】 ・婦人同伴例会 月見例会 奈良ホテル（9月20日）

・婦人同伴例会 花見例会 三月堂（4月11日）

・年末家族親睦会 奈良ホテル（12月14日）

・年度末家族親睦会 武田薬品 薬草園（6月18日）

・ゴルフ同好会4回開催

・テニス同好会（10月10日）（4月16日）

・県下親睦ゴルフ大会、親睦ゴルフ大会、親睦囲碁大会、

鴟尾の会ゴルフ参加 親睦ボウリング大会ホスト

二橋貞雄ガバナー公式訪問
警察官3名表彰・

社会福祉職員3名表彰
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年末家族親睦会 奈良ホテル

RI国際大会参加

ボーイスカウトと新大宮駅

周辺児童公園4か所清掃

佐保川清掃・早朝例会

青少年交換学生

マジョレーヌさんベルギー

より受け入れ

青少年交換

北河原宗子さんベルギーに派遣

年度末家族親睦会

武田薬品 薬草園テニス同好会

親睦ボウリング大会ホスト

婦人同伴例会 月見例会 奈良ホテル 婦人同伴例会 花例例会 三月堂
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1995～1996《松岡嘉平治 会長》 年度末会員数 47名

シニアアクチブ会員 28名

・坂部慶夫ガバナー公式訪問（9月19日）

・IMホスト（10月21日）

・【職業奉仕】 ・優良従業員感謝状贈呈3名（10月31日）

・職場訪問 ㈱呉竹精昇堂（2月6日）

・会員による「社是」発行（6月18日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全決起大会参加（9月21日）

・環境保全啓蒙ビデオテープ小学校に寄贈（11月24日）（1月16日）

・空き缶・吸殻収容器寄贈（1月19日）

・会員・家族健康診断（2月中旬）

・献血運動（2月14日）

・春の交通安全決起大会（4月6日）

・佐保川清掃（5月19日）

・【青少年奉仕】・RYLA参加（6月7日～9日）

・ボーイスカウトと合同で新大宮駅周辺清掃（6月23日）

・ボーイスカウトに野営用テント3張寄贈（6月25日）

・【国際奉仕】 ・青少年交換学生有井建作さんベルギーに派遣（8月1日）

・青少年交換学生ウムト・アキンさんトルコより受け入れ（8月25日）

・【親睦活動】 ・ご婦人同伴例会 萬京（9月26日）

・ご婦人同伴例会 奈良ガーデンホテル（4月9日）

・年末親睦クリスマス会 奈良ホテル 諏訪アイと室内三重奏（12月17日）

・年度末親睦会 国立文楽劇場（6月9日）

・ゴルフ同好会4回 片山津（6月21日・22日）

・テニス同好会2回（10月29日）（4月14日）

・釣り同好会（8月29日）

・県下ロータリー囲碁大会（2月11日）

・鴟尾の会ゴルフ（5月15日）

・県下ロータリーボウリング大会（5月18日）

＊その他

坂部慶夫ガバナー公式訪問 IMホスト
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青少年交換学生有井建作さんベルギーに派遣

佐保川清掃

IMホスト
優良従業員感謝状贈呈3名

献血運動

職場訪問 ㈱呉竹精昇堂

ご婦人同伴例会 萬京

米山奨学生 劉 美貞(ユミジョン)さん

佐保川清掃

ボーイスカウトと合同で新大宮駅周辺清掃

青少年交換学生ウムト・アキンさんトルコより受け入れ
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1996～1997《小川 一 会長》 年度末会員数 44名

シニアアクチブ会員 29名

・杉山嘉一パストガバナー公式訪問（12月3日）

・【職業奉仕】 ・永年勤続者表彰2名（10月22日）

・職場見学 京都キリンビール工場（4月5日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全運動市民決起大会参加（9月21日）

・地域安全強化暴力追放市民決起大会参加（10月8日）

・障がい者に車椅子寄贈（12月17日）

・環境カレンダー寄贈

・会員・家族の健康診断（2月3日～7日）

・献血運動（2月6日）

・北陸重油流出事故見舞金（3月）

・奈良市民ふれあい運動推進大会参加（5月25日）

・【青少年奉仕】・RYLA参加（5月29日～31日）

・ボーイスカウトと新大宮駅周辺清掃（6月8日）

・ボーイスカウト奈良第15団にテント寄贈（6月10日）

・【国際奉仕】 ・国際青少年交換学生西田倫子さんアルゼンチンに派遣（8月20日）

・国際青少年交換学生ロドリコ・ゴメスさんアルゼンチンより受け入れ

（1月14日）

・【親睦活動】 ・家族を含む親睦会3回

・鞍馬川床料理（8月4日）

・有馬「鉄人の料理を食べる会」（1月26日）

・大阪ワールドトレーディングセンター見学（2月13日）

・家族親睦会 奈良パークホテル ブレハム・バーナンショー（12月8日）

・家族親睦会 大阪歌舞伎座 中条きよし（6月15日）

・職場見学・家族親睦花見例会 醍醐寺花見、丸山公園楠木荘食事（4月5日）

・ゴルフ同好会3回

・県下ロータリー親睦ゴルフ大会（10月29日）

・県下ロータリー親睦囲碁大会（2月16日）

・県下ロータリー親睦ボウリング大会（5月17日）

・鴟尾の会ゴルフ（5月16日）

・太宰府RC20周年参加（5月17日・18日）

・その他

杉山嘉一パストガバナー公式訪問
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家族親睦会 奈良パークホテル

ブレハム・バーナンショー

国際青少年交換学生ロドリコ・ゴメスさん

アルゼンチンより受け入れ
「有馬「鉄人の料理を食べる会」

大阪ワールドトレーディングセンター見学

太宰府RC20周年参加

永年勤続者表彰2名 職場見学 京都キリンビール工場

献血運動

「国際青少年交換学生西田倫子さん

アルゼンチンに派遣
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1997～1998《有井邦夫 会長》 年度末会員数 43名

シニアアクチブ会員 31名

・山田三郎ガバナー公式訪問（12月2日）

・社会奉仕、国際奉仕、クラブ奉仕、職業奉仕の合同職場体験、体験学習、吉野川河川清掃活

動を実施。大滝ダム、トントン工作館（9月21日）

・【職業奉仕】 ・職業人表彰

・「なりわい集」纏め

・【社会奉仕】 ・チャレンジ120（2月11日～6月10日）

・交通安全教室人形劇用ぬいぐるみ寄贈

・春の交通安全運動市民決起大会（4月6日）

・交通安全マナーアップ実践運動推進県民大会（4月9日）

・ダメ・ゼッタイ普及運動および国連支援募金運動参加

・安全で住みよいまちづくり推進大会参加（10月13日）

・骨髄バンク運動参加

・献血運動（3月5日）

・会員・家族の健康診断（2月16日～2月23日）

・佐保川清掃

・緑の募金運動協力

・【青少年奉仕】・RYLA参加

・【国際奉仕】 ・第1例会をラオスデーに設定、募金

・帰国した交換学生と留学生によるクラブ討論会（2月3日）

・米山奨学生受け入れ（5月19日）

・【親睦活動】 ・4大奉仕合同大滝ダム見学（9月21日）

・京都鴨川踊り観劇（10月18日）

・年末家族親睦会 太閣園（12月14日）

・家族花見会 信貴山観光ホテル（4月5日）

・年度末家族親睦会 飛天 北島三郎ショー（6月21日）

・ゴルフ同好会4回開催

・県下ロータリー親睦ゴルフ大会（10月17日）

・五條RC創立記念ゴルフ大会（11月12日）

・県下ロータリー親睦囲碁大会（2月11日）

・鴟尾の会ゴルフ大会（5月15日）

・県下ロータリー親睦ボウリング大会（5月23日）

山田三郎ガバナー公式訪問
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年末家族親睦会 太閣園

家族花見会 信貴山観光ホテル

チャレンジ120
米山奨学生受け入れ

京都鴨川踊り観劇

年度末家族親睦会 飛天 北島三郎ショー

社会奉仕、国際奉仕、クラブ奉仕、職業奉仕の合同

職場体験、体験学習、吉野川河川清掃活動を実施。

大滝ダム、トントン工作館
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1998～1999 20周年《栄嶋幸久 会長》 年度末会員数 39名

シニアアクチブ会員 36名

・宮﨑茂和ガバナー公式訪問（11月10日）

・創立20周年記念例会（1月26日）

・奈良市社会福祉協議会に在宅介護用機器輸送車1台寄贈

・奈良三笠中学に10人の講師派遣「労働に学ぶ」電話、掃除機寄贈（1月30日）

・【職業奉仕】 ・優良従業員表彰（10月13日）

・職場訪問 シャープ㈱天理工場（2月9日）

・【社会奉仕】 ・WCS協力テレカ、はがき集める（7月1日～8月31日）

・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・地域安全強化暴力追放市民決起大会参加（10月8日）

・春日中学の夜間中学にFAX寄贈（11月30日）

・環境カレンダー作成（12月末）

・献血運動（2月5日）

・春の交通安全決起大会（5月11日）

・佐保川清掃（5月23日）

・市民ふれあい運動実践大会（5月30日）

・【青少年奉仕】・RYLA参加

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・月見会 平城（10月6日）

・年末家族忘年例会 南座（12月12日）

・花見会 霊山寺（4月6日）

・年度末家族親睦会 春日ホテル（6月20日）

・ゴルフ同好会4回開催

・山歩き同好会7回開催

・県下親睦ゴルフ大会（10月30日））

・県下親睦囲碁大会（2月11日）

・県下親睦ボウリング大会（2月20日）

・鴟尾の会ゴルフ大会（5月20日）

＊その他

宮﨑茂和ガバナー公式訪問 創立20周年記念例会
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花見会 霊山寺

年度末家族親睦会 春日ホテル

奈良三笠中学に10人の講師派遣

「労働に学ぶ」電話、掃除機寄贈

優良従業員表彰

佐保川清掃

奈良市社会福祉協議会に在宅

介護用機器輸送車1台寄贈

月見会 平城

山歩き同好会7回開催
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1999～2000《土谷宗一 会長》 年度末会員数 32名

シニアアクチブ会員 38名

・大日方弘明ガバナー公式訪問（9月14日）

・社会奉仕、青少年活動、親睦活動、広報委員会合同 竹ノ内トンネル工事現場見学

（10月24日）

・【職業奉仕】 ・「私の職業奉仕感」配布

・優良従業員表彰2名（10月5日）

・春日中学校 職場体験学習（3月1日～3日）

・【社会奉仕 】・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・三笠中学校「労働に学ぶ」（11月6日）

・献血活動（2月3日）

・春の交通安全市民決起大会参加（4月6日）

・佐保川清掃（6月4日）

・【青少年奉仕】・春日中学校職場体験学習（3月1日~3日）

・教育座談会開催（4月7日）

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・お月見例会 県新公会堂

・お水取り例会 二月堂（3月7日）

・年末家族親睦会 奈良ホテル 松本真里子マリンバコンサート（12月19日）

・年度末家族親睦会 ライオンキング鑑賞 ホテルニューオータニ（5月20日）

・ゴルフ同好会4回

・山歩き同好会7回

・県下親睦ゴルフ大会（11月26日）

・県下親睦ボウリング大会（2月5日）

・鴟尾の会ゴルフ大会（5月17日）

＊その他

大日方弘明ガバナー公式訪問

社会奉仕、青少年活動、親睦活動、広報委員会合同

竹ノ内トンネル工事現場見学
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佐保川清掃

お月見例会 県新公会堂

年度末家族親睦会 ライオンキング鑑賞

ホテルニューオータニ

山歩き同好会7回

献血活動

お水取り例会 二月堂

年末家族親睦会 奈良ホテル

松本真里子マリンバコンサート

社会奉仕、青少年活動、親睦活動、広報委員会合同

竹ノ内トンネル工事現場見学
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2000～2001《平野貞治 会長》 年度末会員数 31名

シニアアクチブ会員 40名

・山崎時雄ガバナー公式訪問（9月5日）

・奈良大宮RC会長会発足（7月9日）

・【職業奉仕】 ・職場訪問 関西セキスイ工業㈱（10月3日）

・三笠中学校「労働に学ぶ」協力（10月28日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・三宅島、鳥取に義援金送付（11月11日）

・市内5クラブ合同市民よろず相談・講演会開催（12月2日）

・環境カレンダー配布（12月10日）

・会員・家族の健康診断（2月15日）

・献血活動（3月6日）

・春の交通安全市民決起大会参加（4月6日）

・佐保川桜まつり参加（4月7日）

・環境ポスター標語コンテストに記念品（4月7日）

・環境保全佐保川清掃市民団体に寄付（6月29日）

・【青少年奉仕】・都南中学 職場体験学習に協力（2月7日～9日）

・RYLA参加（5月18日～20日）

・「新世代のための会議」開催（5月25日）

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・お月見例会 あやめ館（9月12日）

・お花見例会 信貴山観光ホテル（4月7日）

・年末家族親睦会 奈良ホテル（12月17日）

・年度末家族親睦会 奈良パークホテル（6月10日）

・ゴルフ同好会4回

・山歩き同好会7回

・県下親睦ゴルフ大会（11月26日）

・県下親睦囲碁大会（2月11日）

・県下親睦ボウリング大会（2月17日）

＊その他

山崎時雄ガバナー公式訪問 三笠中学校「労働に学ぶ」協力奈良大宮RC会長会発足
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年末家族親睦会

奈良ホテル

山歩き同好会7回

年度末家族親睦会

奈良パークホテル

献血活動 都南中学 職場体験学習に協力

お花見例会 信貴山観光ホテル

市内5クラブ合同市民よろず相談・

講演会開催

お月見例会 あやめ館

お花見例会

信貴山観光ホテル
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2001～2002《中條章夫 会長》 年度末会員数 72名

・西村二郎ガバナー公式訪問（11月6日）

・【職業奉仕】 ・優良従業員表彰

・職業奉仕、社会奉仕、沿親睦活動委員会共催 職場訪問

フジフィルム足柄工場・米山記念館（10月8日～9日）

・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月27日）

・三笠中学校 職場体験学習（11月14日～16日）

・【社会奉仕】 ・佐保川清掃（6月2日）

・市民よろず相談会・講演会開催（12月1日）

・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・春の交通安全市民決起大会参加（4月6日）

・会員・家族の健康診断（3月）

・献血活動（3月7日）

・佐保川桜まつり協力（3月29日～31日）

・【青少年奉仕】・上記三笠中学校2事業

・RYLA参加2名（5月17日～19日）

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・月見例会 奈良パークホテル（9月29日）

・年末家族親睦会 郡山BENKEI（12月8日）

・花見例会 奈良ホテル（4月14日）

・年度末家族親睦会 なんば花月（6月9日）

・ゴルフ同好会4回

・登山同好会13回

・県下親睦ゴルフ大会

・県下親睦囲碁大会

・県下親睦ボウリング大会

・鴟尾の会ゴルフ大会

・太宰府RC25周年記念例会参加

＊その他

西村二郎ガバナー公式訪問
職場訪問

フジフィルム足柄工場・

米山記念館
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花見例会 奈良ホテル

献血活動

三笠中学校「労働に学ぶ」

市民よろず相談会・講演会開催

月見例会 奈良パークホテル

年末家族親睦会 郡山BENKEI

年度末家族親睦会 なんば花月

登山同好会13回
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2002～2003《楠下重郎 会長》 年度末会員数 71名

・岡村吾郎ガバナー公式訪問（9月3日）

・【職業奉仕】 ・三笠中学校「労働に学ぶ」（11月12日～14日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全市民決起大会参加

・春の交通安全市民決起大会参加

・献血協力

・【青少年奉仕】・三笠中学校「職場体験」で会員企業訪問（11月12日～14日）

・市内5クラブ共同事業「子供たちの夢を育むために」実施

・RYLA参加（5月16日～18日）

・【国際奉仕】 ・地雷ボックス寄付15万円

・GSE米国ミズーリ州団長一行受け入れ

・【親睦活動】 ・月見例会 奈良ホテル（9月17日）

・年末家族親睦会 奈良ホテル（12月24日）

・花見例会 吉野山 辰己屋（4月12日）

・年度末家族親睦会 奈良パークホテル（6月8日）

・ゴルフ同好会4回

・登山同好会13回

・県下親睦ゴルフ大会

・県下親睦囲碁大会

・県下親睦ボウリング大会

・鴟尾の会ゴルフ大会

＊その他

岡村吾郎ガバナー公式訪問
三笠中学校「労働に学ぶ」
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花見例会 吉野山 辰己屋

GSE米国ミズーリ州団長一行受け入れ

三笠中学校「労働に学ぶ」

市内5クラブ共同事業「子供たちの夢を育むために」実施

年末家族親睦会 奈良ホテル

登山同好会13回

年度末家族親睦会 奈良パークホテル
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2003～2004 25周年《北河原公敬 会長》 年度末会員数 71名

・福井正典ガバナー公式訪問（11月18日）

・創立25周年記念式典（1月20日）

・さだまさし「トークと音楽の夕べ」（12月16日）

・奈良市社会福祉協議会に自動車寄贈

・東京恵比寿RC友好クラブ締結（6月15日）東京恵比寿RCより奈良に10名

・東京恵比寿RC友好クラブ締結（6月22日）奈良大宮RCより東京に11名

・【I T】 ・ホームページ立ち上げ・パソコン教室（9月16日）（12月2日・4日）

・【職業奉仕】 ・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月25日）

・三笠中学校「新世代会議」（2月6日）

・職場見学 国立国会図書館関西館（6月11日）

・【社会奉仕】 ・250日間無事故・無違反運動（9月2日～5月8日）

・大宮町6丁目街区清掃奉仕（8月3日）（9月7日）（10月19日）

・献血運動（5月19日）

・カンボジアに安全な飲み水提供（5月28日完了）

・近鉄新大宮駅前案内板設置

・環境エコバック2000枚作製、各事業で配布

・【新世代】 ・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月25日）

・職場体験受け入れ（11月11日～13日）

・「新世代のための会議」三笠中学校で開催（2月6日）

・RYLA2名参加（3月26日～28日）

・【国際奉仕】 ・世界大会参加

・【親睦活動】 ・観月例会 信貴山観光ホテル（9月14日）

・花見例会 東大寺本坊大広間（4月4日）

・年末家族親睦会 ルミナス神戸クルージング、ルミナリエ（12月21日）

・年度末家族親睦会 近江八幡水郷巡り（6月20日）

・親睦ゴルフコンペ4回

・山歩き同好会 清掃登山1回

・県下親睦ゴルフ大会（10月22日）

・県下親睦囲碁大会（2月11日）

・県下親睦ボウリング大会（2月14日）

・鴟尾の会ゴルフ大会（6月6日）

＊その他

福井正典ガバナー公式訪問 創立25周年記念式典
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250日間無事故・無違反運動

奈良市社会福祉協議会に自動車寄贈

東京恵比寿RC友好クラブ締結（6月22日）

奈良大宮RCより東京に11名

三笠中学校「労働に学ぶ」

年度末家族親睦会 近江八幡水郷巡り

大宮町6丁目街区清掃奉仕

東京恵比寿RC友好クラブ締結（6月15日）

東京恵比寿RCより奈良に10名

さだまさし「トークと音楽の夕べ」

東京恵比寿RC友好クラブ締結（6月15日）

東京恵比寿RCより奈良に10名

「新世代のための会議」

三笠中学校で開催

観月例会 信貴山観光ホテル

花見例会 東大寺本坊大広間 山歩き同好会 清掃登山1回
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2004～2005《高木伸夫 会長》 年度末会員数 67名

・神谷保男ガバナー公式訪問（10月26日）

・4大奉仕合同事業 裁判員制度を考える「模擬裁判」実施 （3月19日）

・【職業奉仕】 ・職場訪問 八木酒造（3月15日）

・【社会奉仕】 ・大宮地区公園・新大宮駅前清掃（10月3日）（11月14日）（12月5日）

・市内5クラブ共同事業「癒し犬とふれあう」開催（2月16日）

・秋の交通安全運動市民決起大会参加（9月19日）

・春の交通安全運動市民決起大会参加（4月6日）

・健康診断

・福井県豪雨災害に義援金

・【新世代】 ・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月23日）

・三笠中学校「職場体験」に協力（11月16日～18日）

・RYLA参加（5月13日～15日）

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・婦人同伴例会 月見例会 奈良ホテル（9月14日）

・家族親睦会 花見例会 宇治花やしき浮舟園（4月3日）

・年末家族例会 奈良ホテル（12月19日）

・年度末家族例会 奈良パークホテル（6月12日）

・山歩き同好会10回

・ゴルフ同好会4回

・東京恵比寿RC来訪 ゴルフ・観光（11月2日）

・東京恵比寿RC司 葉子さん舞台参加(1月23日)

・ロータリーの森誕生記念祝賀会参加(2月25日)

・太宰府RC訪問(4月5日)

・東京恵比寿RC訪問（5月23日）

・県下ロータリー親睦ゴルフ大会(9月28日)

・県下クラブ囲碁大会（2月11日）

・県下クラブボウリング大会（2月19日）

・鴟尾の会ゴルフ（5月19日）

＊その他

神谷保男ガバナー公式訪問 4大奉仕合同事業 裁判員制度を考える「模擬裁判」実施
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東京恵比寿クラブ訪問

三笠中学校「労働に学ぶ」

年度末家族例会 奈良パークホテル

太宰府RC訪問

県下RC親睦ゴルフ大会

大宮地区公園・

新大宮駅前清掃

春の交通安全運動市民決起大会参加
家族親睦会 花見例会

宇治花やしき浮舟園

ロータリーの森 誕生記念祝賀会参加

東京恵比寿RC

司 葉子さん舞台合同参加

山歩き同好会10回

4大奉仕合同事業 裁判員制度を考える「模擬裁判」実施

年末家族例会 奈良ホテル

東京恵比寿クラブ来訪

ゴルフ・観光
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2005～2006《楠木重樹 会長》 年度末会員数 65名

・大久保 昇ガバナー公式訪問（12月6日）

・【職業奉仕】 ・職場見学 県立奈良図書情報館（3月14日）

・【社会奉仕】 ・大宮駅前公園清掃（10月）

・秋の交通安全市民決起大会参加（9月）

・春の交通安全市民決起大会参加（4月）

・会員・家族の健康診断（2月～4月）

・献血協力（3月25日）

・大宮祭り参加、模擬店出店（7月）

・青色防犯パトロール

・【新世代】 ・大宮祭り参加、スポーツ少年団と清掃（8月20日）

・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月22日）

・愛染寮の生徒と奈良女子校で交流（11月13日）

・三笠中学で職場体験学習（11月16日～18日）

・「新世代のための会議」開催（4月27日）

・RYLA参加（5月30日）

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・月見例会 奈良ホテル 上野 誠氏（9月）

・年末家族親睦例会 大阪四季劇場 マンマ・ミーア（12月）

・花見例会 信貴山観光ホテル 講談師（4月）

・年度末家族親睦例会 奈良ホテル （6月）

・親睦ゴルフ年4回

・山歩き同好会適時

・県下ゴルフ・ボウリング大会 鴟尾の会ゴルフ ホスト

・東京恵比寿RC10周年参加

・太宰府RC来訪 奈良の名勝案内

・東京恵比寿RC訪問 愛・地球博（7月15日）

＊その他

大久保 昇ガバナー公式訪問

職場見学 県立奈良図書情報館
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三笠中学校「労働に学ぶ」

年度末家族親睦例会 奈良ホテル

大宮祭り参加、模擬店出店

月見例会 奈良ホテル 上野 誠氏

青色防犯パトロール

年末家族親睦例会 大阪四季劇場 マンマ・ミーア

東京恵比寿RC10周年参加

太宰府RC来訪 奈良の名勝案内

東京恵比寿RC訪問 愛・地球博
山歩き同好会適時
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2006～2007《清岡正教 会長》 年度末会員数 65名

名誉会員 1名

・平井義久ガバナー公式訪問（10月24日）

・【職業奉仕】 ・地区「職業奉仕実践集」応募 2名の会員受賞（高木・中嶌会員）

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全市民決起大会参加（9月）

・春の交通安全市民決起大会参加（4月）

・会員・家族の健康診断

・献血活動（3月20日）

・青色防犯パトロール

・「世界遺産を守ろう」の一環 東大寺境内に百日紅植樹

・【新世代】 ・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月28日）

・三笠中学で職場体験実施（11月14日～16日）

・愛染寮の生徒と奈良女子校で交流（2月10日）

・RYLA参加（9月30日）

・【国際奉仕】 ・2650地区・5000地区友好提携締結調印式に出席（4月25日）

・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・月見家族親睦会 奈良ホテル（10月10日）

・年末家族親睦会 都ホテル大阪（12月3日）

・花見家族親睦会 宝塚大劇場（4月22日）

・年度末家族親睦会 バイオリン独奏 宮川みまり氏（6月10日）

・親睦ゴルフ年4回

・山歩き同好会

・太宰府RC30周年出席

・東京恵比寿RCと交換卓話

＊その他

平井義久ガバナー公式訪問

地区「職業奉仕実践集」応募 2名の会員受賞（高木・中嶌会員）
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愛染寮の生徒と

奈良女子校で交流

年末家族親睦会 都ホテル大阪

「世界遺産を守ろう」の一環

東大寺境内に百日紅植樹

花見家族親睦会 宝塚大劇場

秋の交通安全市民決起大会参加

月見家族親睦会 奈良ホテル

青色防犯パトロール

三笠中学校「労働に学ぶ」
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2007～2008《成田 積 会長》 年度末会員数 65名

名誉会員 1名

・橋本長平ガバナー公式訪問（8月21日）

・【職業奉仕】・職場訪問大塩会員会社霊山寺バラ園鑑賞（家族例会含む）（10月21日）

・【社会奉仕】・百日紅10本3か所植樹（1月26日）

・秋の交通安全運動市民決起大会参加（9月21日）

・春の交通安全運動市民決起大会参加（4月6日）

・健康診断（3月）

・献血協力（3月18日）

・佐保川清掃（5月18日）

・【新世代】 ・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月27日）

・RYLAパート1参加（4月13日）

・RYLAパート2参加（5月16日～18日）

・「新世代のための会議」「有害サイトの悪影響と対策」開催（4月26日）

・【国際奉仕】・ポリオ予防接種参加

・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】・婦人同伴例会 月見例会 奈良ホテル 雅楽鑑賞（9月25日）

・婦人同伴例会 松竹座歌舞伎鑑賞（5月11日）

・年末家族親睦例会 奈良ホテル ジャズ演奏（12月22日）

・年度末家族親睦会 奈良パークホテル 菅原天満宮 神事（6月15日）

・ゴルフ同好会 4回

・山歩き同好会

・県下ゴルフ、鴟の会ゴルフ参加

・東京恵比寿クラブ、太宰府クラブ訪問

＊その他

橋本長平ガバナー公式訪問 職場訪問大塩会員会社霊山寺バラ園鑑賞

（家族例会含む）
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「新世代のための会議」

「有害サイトの悪影響と対策」

開催

三笠中学校「労働に学ぶ」

年末家族親睦例会 奈良ホテル ジャズ演奏

婦人同伴例会 月見例会 奈良ホテル 雅楽鑑賞

山歩き同好会
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2008～2009 30周年《佐川 肇 会長》 年度末会員数 65名

名誉会員 2名

・川端五兵衛ガバナー公式訪問（8月19日）

・30周年記念例会（1月20日）

・30周年記念事業 東大寺境内に植樹（1月17日）

・間伐材利用のベンチ25脚設置 なら100年会館、奈良県文化会館

・八重桜（ナラノヤエザクラ）植樹 小中学校、市役所

・IMホスト（10月18日）

・【職業奉仕】 ・地区最優秀賞受賞 中島 大会員卓話

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・東大寺境内に植樹（1月17日）

・会員・家族の健康診断（3月）

・献血協力（4月7日）

・春の交通安全市民決起大会参加（4月6日）

・【新世代】 ・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月25日）

・三笠中学で職場体験学習

・RYLA参加

・「いかのおすし一人前」のDVD 小学校、幼稚園、保育園に配る

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・月見例会 奈良ホテル 琴演奏（9月16日）

・年末家族親睦会 奈良ホテル クラッシク（12月20日）

・花見例会 上七軒歌踊練場 北野をどり（4月19日）

・年度末家族親睦会 奈良パークホテル 和楽器（6月14日）

・親睦ゴルフ年4回

・県下ゴルフ、鴟尾の会ゴルフ参加（10月15日）（5月19日）

・【友好クラブ】・東京恵比寿RC訪問 交換卓話（3月24日）

・東京恵比寿RC来訪 交換卓話（4月28日）

・太宰府RC訪問 交換卓話（5月26日）

・太宰府RC来訪 交換卓話（6月9日）

・30周年記念例会時 3クラブ合同親睦会

・山歩き会・ゴルフ会にて親睦

＊その他

川端五兵衛ガバナー公式訪問 30周年記念例会
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三笠中学校「労働に学ぶ」

親睦ゴルフ年4回

間伐材利用のベンチ25脚設置

なら100年会館、

奈良県文化会館

山歩き同好会

30周年記念例会

山歩き同好会 エベレスト街道

30周年記念事業

東大寺境内に植樹

八重桜（ナラノヤエザクラ）植樹

小中学校、市役所

IMホスト

花見例会 上七軒歌踊練場 北野をどり 年度末家族親睦会 奈良パークホテル 和楽器

月見例会 奈良ホテル 琴演奏

-62-



2009～2010《冨川 悟 会長》 年度末会員数 69名

名誉会員 1名

・富田謙三ガバナー公式訪問（8月18日）

・【職業奉仕】 ・職業奉仕実践集「なりわい」作成配布

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全運動市民決起大会参加（9月21日）

・献血活動（11月9日）

・東大寺植樹「守ろう自然伝えよう誇り」（1月23日）

・春の交通安全運動市民決起大会参加（4月6日）

・健康診断（4月19日～28日）

・平城遷都1300年祭協力（1月30日～）

・平城遷都1300年記念例会 まつぼっくり少年少女合唱団

平城宮跡資料館講堂（5月15日）

・【新世代】 ・職場体験受け入れ協力

・RYLA参加（4月23日～25日）

・スワーダ氏講演会 100年会館（11月22日）

・三笠中学で携帯電話有害サイト対策セミナー（11月30日）

・【国際奉仕】 ・地区WCS参加、キリバス・フィジー各国ポリオワクチン投与、教育活動

・米山奨学生受け入れ

・ハワイ5000地区ミリラニ・サンライズRC姉妹クラブ締結準備

・【親睦活動】 ・なにわ淀川花火大会（8月8日）

・新世代委員会との共同事業 奈良ホテル スワーダ氏（11月22日）

・クリスマス友愛例会 奈良ホテル オペラ（12月22日）

・大阪城水上花見（4月11日）

・年度末家族例会 奈良パークホテル フラダンス（6月6日）

・親睦ゴルフ5回

・県下ゴルフ（10月14日）、鴟尾の会ゴルフ（5月18日）

・山歩き同好会

＊その他

富田謙三ガバナー公式訪問

献血活動 秋の交通安全運動市民決起大会参加
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東大寺植樹「守ろう自然伝えよう誇り」

平城遷都1300年記念例会 まつぼっくり少年少女合唱団 平城宮跡資料館講堂

ＲＹＬＡ参加

なにわ淀川花火大会

三笠中学で携帯電話有害サイト

対策セミナー

大阪城水上花見

親睦ゴルフ5回 山歩き同好会

年度末家族例会 奈良パークホテル

スワーダ氏講演会 100年会館
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2010～2011《矢追家麻呂会長》 年度末会員数 69名

名誉会員 1名

・栗田幸雄ガバナー公式訪問（8月24日）

・ミリラニ・サンライズRC姉妹クラブ締結（9月11日）

・【職業奉仕】 ・職場訪問（ヤクルト京都工場）

・【社会奉仕】 ・広島県庄原地区・鹿児島県奄美地区豪雨災害に各々義援金20万円

・佐保川清掃（5月15日）

・東大寺福祉療育病院に雨除け庇設置（4月28日）

・秋の交通安全運動市民決起大会参加（9月21日）

・飲酒運転根絶市民決起大会参加（9月30日）

・春の交通安全運動市民決起大会参加（5月11日）

・献血活動（1月27日）

・東日本大震災義捐献血および義捐金送付（6月16日）

・【新世代】 ・大宮小学校青少年・保護者向け講演会（7月17日）

・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月23日）

・携帯電話有害サイト対策研修会 登美ヶ丘北中学校（2月18日）

・RYLA参加（5月20日～22日）

・【国際奉仕】 ・ミリラニ・サンライズRC姉妹クラブ締結（9月11日）

・【親睦活動】 ・家族親睦例会 京都嵐山（8月29日）

・年末家族親睦例会 奈良ホテル ジャズ（12月21日）

・春の家族親睦例会 奈良ホテル トスティ・お茶会（4月10日）

・年度末家族親睦例会 奈良パークホテル 尺八・ピアノ共演（6月19日）

・親睦ゴルフ5回

・【姉妹・友好】・ミリラニ・サンライズRC姉妹クラブ締結（9月11日）

・恵比寿RC15周年に参加

＊その他

栗田幸雄ガバナー公式訪問
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ミリラニ・サンライズRC

姉妹クラブ締結

親睦ゴルフ5回

山歩き同好会

佐保川清掃 秋の交通安全運動

市民決起大会参加

春の交通安全運動

市民決起大会参加

献血活動 東日本大震災義捐献血

および義捐金送付

三笠中学校「労働に学ぶ」

RYLA参加 家族親睦例会

京都嵐山

年末家族親睦例会

奈良ホテル ジャズ

春の家族親睦例会

奈良ホテル トスティ・お茶会

恵比寿RC15周年に参加

年度末家族親睦例会

奈良パークホテル 尺八・ピアノ共演
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2011～2012《井上正行 会長》 年度末会員数 70名

名誉会員 1名

・今西信裕ガバナー公式訪問（8月23日）

・【職業奉仕】 ・四つのテスト金属板配布（北河原公敬氏 筆）

・東日本大震災石巻慰霊祭実施（2月4日～5日）

・【社会奉仕】 ・薬物利用防止講演会 ダルク（11月5日）

・献血協力（1月30日）

・春の交通安全運動市民決起大会参加（4月6日）

・【新世代】 ・大宮地区防災訓練 奈良大宮小学校（10月8日）

・RYLA参加（5月18日～20日）

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・滋賀長浜家族親睦例会 竹生島（9月11日）

・年末家族親睦例会 奈良ホテル ちんどん屋・マジック（12月20日）

・花見家族例会 新歌舞伎座 コロッケショー（4月15日）

・年度末家族親睦例会 奈良パーク 和太鼓（6月17日）

・親睦ゴルフ5回

・県下・鴟尾の会ゴルフ（10月13日）（3月14日）

・【姉妹・友好】・太宰府RC35周年例会 会長・幹事出席

・東京恵比寿RCと石巻合同奉仕事業

・東京恵比寿RC来訪 お水取り見学

＊その他

今西信裕ガバナー公式訪問
東日本大震災石巻慰霊祭実施
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大宮地区防災訓練 奈良大宮小学校

薬物利用防止講演会 ダルク

花見家族例会

新歌舞伎座 コロッケショー

山歩き同好会

滋賀長浜家族親睦例会 竹生島

年末家族親睦例会 奈良ホテル ちんどん屋・マジック

年度末家族親睦例会 奈良パーク 和太鼓

親睦ゴルフ5回
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2012～2013《楠原忠夫 会長》 年度末会員数 70名

名誉会員 1名

・河本英典ガバナー公式訪問（11月6日）

・【職業奉仕】 ・職場見学 表千家・不審庵（10月）

・北川原公敬氏 地区職業奉仕講演会に参加（3月）

・桜井RC,東京恵比寿RCとの交流

・【社会奉仕】 ・第1回献血協力（9月6日）

・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・年末交通安全啓発活動 イルミネーション付き看板設置（11月27日）

・第2回献血協力・特大献血マスコット寄贈（3月14日）

・春の交通安全市民決起大会参加（4月6日）

・「地域に学ぶ」in 東大寺開催（6月8日）

・【新世代】 ・児童福祉施設 愛染寮2名 地区補助金などと合わせ42万円奨学金授与

・「おおみや防災とキッズのサマーステージ」実施（8月31日～9月1日）

・子供たちの目線からみた大人たちへの啓発活動実施（1月26日～2月1日）

・こども未来会議講演会（2月23日）

・RYLA参加（5月17日～19日）

・【国際奉仕】 ・世界平和フォーラム広島大会参加（5月17日～18日）

・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・第1回家族親睦例会 奈良ホテル（9月9日）

・第2回家族親睦例会 ロイヤルホース（12月9日）

・第3回家族親睦例会 滋賀県 海津大崎（4月7日）

・第4回家族親睦例会 奈良ホテル（6月16日）

・【姉妹・友好】・東京恵比寿RC来訪 修二会（3月12日）

・太宰府RC来訪（6月25日）

・ミリラニ・サンライズRC チャリティーゴルフ、5000地区大会参加

（5月16日～19日）

＊その他

河本英典ガバナー公式訪問

職場見学 表千家・不審庵
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第1回献血協力職場見学 表千家・不審庵

「おおみや防災とキッズのサマーステージ」実施

第2回献血協力・

特大献血マスコット寄贈

ミリラニ・サンライズRC チャリティーゴルフ、5000地区大会参加

年末交通安全啓発活動

イルミネーション付き看板設置

春の交通安全市民決起大会参加 「地域に学ぶ」in 東大寺開催

「地域に学ぶ」in 東大寺開催

米山奨学生受け入れ
第2回家族親睦例会 ロイヤルホース

第3回家族親睦例会 滋賀県 海津大崎

第1回家族親睦例会 奈良ホテル
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2013～2014 35周年《小西敏文 会長》 年度末会員数 76名

名誉会員 1名

・坂本克也ガバナー公式訪問（8月27日）

・35周年記念事業 三笠中学校「労働に学ぶ」山本浩之氏講演会（10月26日）

・35周年記念式典（1月21日）

・【職業奉仕】 ・三笠中学校「労働に学ぶ」山本浩之氏講演会（10月26日）

・【社会奉仕】 ・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・年末交通事故防止啓発活動（12月4日）

・献血協力（1月30日）

・【青少年奉仕】・防災訓練サマーステージ 大宮小学校（8月24日～25日）

・三笠中学校「労働に学ぶ」山本浩之氏講演会（10月26日）

・RYLA参加（5月16日～18日）

・【国際奉仕】 ・世界大会参加

・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・第1回家族親睦例会 奈良ホテル（9月10日）

・第2回家族親睦例会 イリスウォーターテラスあやめ池（12月14日）

・第3回家族親睦例会 上賀茂神社（4月6日）

・第4回家族親睦例会 阿倍野ハルカス（6月８日）

・親睦ゴルフコンペ4回

・山歩き同好会

・【友好クラブ】・東京恵比寿RC・太宰府RC来訪 式典参加、懇親会（1月21日）

＊その他

坂本克也ガバナー公式訪問
東京恵比寿RC・太宰府RC来訪

式典参加、懇親会

35周年記念式典
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米山奨学生受け入れRYLA参加

第2回家族親睦例会

イリスウォーターテラスあやめ池

第1回家族親睦例会

奈良ホテル

35周年記念事業

三笠中学校「労働に学ぶ」山本浩之氏講演会

35周年記念事業

三笠中学校「労働に学ぶ」

年末交通事故防止啓発活動 防災訓練サマーステージ

大宮小学校

山歩き同好会

献血協力

東京恵比寿RC・太宰府RC来訪

式典参加、懇親会

第3回家族親睦例会

上賀茂神社

第4回家族親睦例会

阿倍野ハルカス

親睦ゴルフコンペ4回
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2014～2015《福本良平 会長》 年度末会員数 71名

名誉会員 1名

・北河原公敬ガバナー年度

・北河原公敬ガバナー公式訪問（12月16日）

・地区大会ホスト（4月11日・12日）

・【職業奉仕】 ・職場訪問 キリンビール㈱神戸工場

・【社会奉仕】 ・吉野間伐材利用ベンチ制作 春日野園地、浮雲園地に設置 2高校参加

ベンチデザイン高校生に募集 制作ベンチは奈良県文化会館に設置（11月）

・年末交通安全啓発活動

・春の交通安全市民決起大会参加

・【青少年奉仕】・三笠中学校「労働に学ぶ」（10月29日）

・RYLA参加（5月15日～17日）

・職場体験学習への協力

・【国際奉仕】 ・世界大会参加（6月）

・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・第1回家族親睦例会 淀川花火 台風で中止

・第1回家族親睦例会 奈良パークホテル（12月7日）

・第2回家族親睦例会 神戸コンチェルト（4月26日）

・第3回家族親睦例会 奈良ホテル（6月21日）

・親睦ゴルフコンペ5回

・山歩き同好会

・【姉妹・友好】・太宰府RC来訪 交換卓話（2月24日）

・太宰府RC訪問 交換卓話（3月17日）

・ミリラニ・サンライズRC来日 奨学会ゴルフトーナメント参加（11月4日）

＊その他

北河原公敬ガバナー公式訪問
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世界大会参加

親睦ゴルフコンペ5回

第1回家族親睦例会 奈良パークホテル

ミリラニ・サンライズRC来日

米山奨学生受け入れ

第2回家族親睦例会 神戸コンチェルト

第3回家族親睦例会 奈良ホテル

太宰府RC来訪 交換卓話

山歩き同好会親睦ゴルフコンペ5回
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2015～2016《中村信清 会長》 年度末会員数 68名

名誉会員 1名

・中澤忠嗣ガバナー公式訪問（7月7日）

・【職業奉仕】 ・職場訪問 近江商人博物館 ラ コリーナ近江八幡（6月11日）

・「職業奉仕入門」「ロータリーの歴史に見る職業奉仕の変遷」配布

・【社会奉仕】 ・北タイ アカ族の子供たちへの支援 バーンセンスック寮

受水槽、耕運機、排水ポンプ寄贈

・秋の交通安全市民決起大会参加

・年末交通安全啓発活動

・春の交通安全市民決起大会参加

・献血協力

・熊本地震 益城町 炊き出しボランティア（5月27日～29日）

・【青少年奉仕】・RYLA参加（5月20日～22日）

・職場体験学習協力

・三笠中学校「労働に学ぶ」協力

・【国際奉仕】 ・北タイ アカ族の子供たちへの支援

・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・第1回家族親睦例会 なにわ淀川花火大会（8月8日）

・第2回家族親睦例会 奈良パークホテル マグロ解体ショー（12月13日）

・第3回家族親睦例会 吉野竹林院 花見散策（4月10日）

・第4回家族親睦例会 信貴山 十三屋 サックス（6月29日）

・親睦ゴルフ3回

・県下親睦ゴルフ参加

・【姉妹・友好】・東京恵比寿RC20周年に参加（10月26日～27日）

・太宰府RC来訪 菅原天満宮記念植樹、奈良観光（11月17日～18日）

・太宰府RC訪問 例会、太宰府観光（2月9日）

＊その他

中澤忠嗣ガバナー公式訪問
年末交通安全啓発活動
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献血協力 北タイ アカ族の子供たちへの支援
RYLA参加

北タイ アカ族の子供たちへの支援

第3回家族親睦例会 吉野竹林院 花見散策

太宰府RC来訪 菅原天満宮記念植樹、奈良観光 太宰府RC訪問 例会、太宰府観光

第4回家族親睦例会 信貴山 十三屋 サックス

第2回家族親睦例会

奈良パークホテル マグロ解体ショー

第1回家族親睦例会

なにわ淀川花火大会

親睦ゴルフ3回

米山奨学生受け入れ
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2016～2017《潮田悦男 会長》 年度末会員数 65名

名誉会員 2名

・刀根莊兵衛ガバナー公式訪問（7月19日）

・【職業奉仕】 ・職場訪問 カタシモワインフード㈱（3月12日）

・【社会奉仕】 ・東大寺福祉療育病院における音楽療法（10月29日）

・年末交通安全啓発活動 横断幕リニューアル（12月5日）

・高齢者交通安全支援活動（4月15日）

・献血協力（1月18日）

・秋の交通安全市民決起大会参加（9月21日）

・【青少年奉仕】・新世代のための会議「郷土に学ぶ」開催（5月21日）

・RYLA参加（5月19日～21日）

・【国際奉仕】 ・ラオスポリオミッション参加

・国際大会参加

・米山奨学生受け入れ

・【親睦活動】 ・第1回家族親睦例会 平等院（10月2日）

・第2回家族親睦例会 奈良ホテル（12月18日）

・第3回家族親睦例会 和歌山城（4月2日）

・第4回家族親睦例会 奈良ホテル（6月18日）

・親睦ゴルフ4回開催

・県下ゴルフ・鴟尾の会ゴルフ参加

・【姉妹・友好】・太宰府RC来訪 40周年 PR（2月21日）

・太宰府RC40周年に参加（5月23日）

・東京恵比寿RC会長出席（4月4日）

・東京恵比寿RC来訪（5月9日）

＊その他

刀根莊兵衛ガバナー公式訪問 職場訪問 カタシモワインフード㈱
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東大寺福祉療育病院における音楽療法 年末交通安全啓発活動 横断幕リニューアル

高齢者交通安全支援活動

第3回家族親睦例会 和歌山城

第2回家族親睦例会 奈良ホテル第1回家族親睦例会 平等院

第4回家族親睦例会 奈良ホテル

米山奨学生受け入れ
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2017～2018《藤井正勝 会長》 年度末会員数 61名

名誉会員 1名

・田中誠二ガバナー公式訪問（7月25日）

・【職業奉仕】 ・親子料理教室 はぐくみセンター（8月8日）

・アートクラフトフェア2018協力 なら100年会館（5月4日~6日）

・【社会奉仕】 ・講演会開催 教育を科学的に考える「学力の経済学」中室牧子氏

・奈良市内小中学校に図書寄付

・大宮小学校にテント寄贈

・年末交通安全啓発活動

・交通安全市民決起大会参加

・献血協力

・【青少年奉仕】・新世代のための会議「弁当の日」 はぐくみセンター（9月3日）

・母子生活支援施設に木製机・ランドセル寄贈 佐保山荘（12月2日）

・RYLA参加（5月18日～20日）

・インターアクトクラブ提唱準備

・【国際奉仕】 ・米山奨学生受け入れ

・米山奨学生との交流会（2月17日）

・【親睦活動】 ・第1回家族親睦例会 しまかぜで行く鳥羽水族館（9月10日）

・第2回家族親睦例会 祇園花月 吉本新喜劇（12月17日）

・第3回家族親睦例会 奈良ホテル（4月22日）

・第4回家族親睦例会 ザ・ヒルトップテラス奈良（6月10日）

・親睦ゴルフ4回開催

・【友好・姉妹】・ミリラニ・サンライズRC訪問

・太宰府RCとの親睦ゴルフ

＊その他

田中誠二ガバナー公式訪問 年末交通安全啓発活動
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新世代のための会議「弁当の日」 はぐくみセンター 米山奨学生受け入れ

米山奨学生との交流会

第3回家族親睦例会 奈良ホテル第2回家族親睦例会 祇園花月 吉本新喜劇

ミリラニ・サンライズRC訪問

第1回家族親睦例会 しまかぜで行く鳥羽水族館

第4回家族親睦例会

ザ・ヒルトップテラス奈良

第4回家族親睦例会

ザ・ヒルトップテラス奈良
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2018～2019 40周年《武藤廣茂 会長》 年度末会員数 63名

名誉会員 1名

・中川基成ガバナー公式訪問（7月17日）

・40周年記念事業

① 〇△□のふしぎ ～ダンボールであそぶ！絵本であそぶ！

（8月25日～26日）ならまちセンター

② 中学生バスケットボール研修会ｂｙバンビシャス奈良 （8月28日）ならでんアリーナ

・40周年記念式典 (1月22日)

・【職業奉仕】 ・よろず相談会（3月23日）

・【社会奉仕】 ・年末交通安全啓発活動（12月5日）

・献血活動 (1月24日～27日)

・【青少年奉仕】・〇△□のふしぎ ～ダンボールであそぶ！絵本であそぶ！

（8月25日～26日）ならまちセンター

・中学生バスケットボール研修会ｂｙバンシャス奈良

（8月28日）ならでんアリーナ

・奈良女子大学附属中等教育学校インターアクトクラブ提唱

創立総会 (10月8日) 認証状伝達式(12月16日)

・【国際奉仕】 ・ネパール（ルンビニ）訪問、基本的教育の状況把握、グローバル補助金申請

・米山奨学生受け入れ

・世界大会参加

・【親睦活動】 ・第1回家族親睦例会 奈良ホテル フォークソングライブ（9月9日)

・第2回家族親睦例会 ヒルトップテラス ミステリーイベント（12月9日）

・第3回家族親睦例会 宝塚ホテル 宝塚観劇 (4月14日)

・第4回家族親睦例会 十三屋 落語会 (6月16日)

・【友好・姉妹】・太宰府RC、ミリラニ・サンライズRCエスカーション (1月23日)

・東京恵比寿RC訪問 (2月26日)

＊その他

中川基成ガバナー公式訪問

40周年記念事業

〇△□のふしぎ ～ダンボールであそぶ！絵本であそぶ！

ならまちセンター
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40周年記念祝賀会

40周年記念事業

中学生バスケットボール研修会ｂｙバンビシャス奈良

ならでんアリーナ

40周年記念式典

年末交通安全啓発活動

インターアクト認証状伝達式 世界大会参加

よろず相談会 奈良女子大学附属中等教育学校

インターアクトクラブ提唱創立総会

米山奨学生受け入れ

40周年記念事業

〇△□のふしぎ ～ダンボールであそぶ！絵本であそぶ！

ならまちセンター

第1回家族親睦例会

奈良ホテル フォークソングライブ

第2回家族親睦例会

ヒルトップテラス ミステリーイベント

第3回家族親睦例会

宝塚ホテル 宝塚観劇

第4回家族親睦例会

十三屋 落語会
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４０年の歩み 

制作・編集 

奈良大宮ロータリークラブ 

２０１９-２０年度記録保存特別委員会（順不動） 

委員長  堀内 眞治 

副委員長  飯田 二昭  

宮西 正伸 

委 員  平方 貴之 

中奥 雅巳 

増井 義久 

倉田 智史 

多田 実 

水野 憲治 


