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2022-23年度会長スローガン

「原点回帰と新たなチャレンジ」

地区スローガン

「感動、感激、そして感謝」
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2022-23年度 RIテーマ

RI会長 ジェニファー・ジョーンズ

RI第2650地区ガバナー

尾賀 康裕

例会プログラム

第25回1月24日

通算2039回

１．挨拶

２．開会点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．ビジター紹介

６．会長挨拶

７. 例会状況報告

８．委員会報告

９．幹事報告

10．お礼の言葉

11. 閉会点鐘

例会状況報告

1月10日

通算2038回

◎本日出席者 ５７名

◎本日出席率９０．４７％

12月11日

通算2036回の修正

◎出席率 ９３．４４％

◎補填前欠席者 １３名

◎欠席補填者 ９名

会長の挨拶

【谷川会長】

皆さま新年あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話に
なりありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。新型
コロナの感染も治まらず厳しい環境ですがこのように新年を迎え皆さ
まとお会いできたこと大変うれしく思います。後半も奉仕事業等ござ
いますが、引き続きご理解ご支援よろしくお願いいたします。
本日理事会がございましたので報告させていただきます。まず2650地
区より2025－2026年度ガバナーの決定通知がきました。京都北ロータ
リークラブ小﨑 学（こざきまなぶ）様です。次に11月に開催しました
情報集会のまとめの報告が堀内副会長からございました。あと訃報で
すが、昨年12月21日に奈良ロータリークラブ会員で元ガバナー補佐の
今西清悟様がご逝去されました。お別れの会は改めてご案内いただけ
るとのことです。もう一件橿原ロータリークラブ直前会長の森川善隆
様が昨年10月28日にご逝去されました。1月30日15時よりTHE KASHIHA
RAにてお別れの会が大和信用金庫主催で執り行われるとのご案内があ
りました。審議事項では、後期会費の件・献血事業の件が承認されま
した。詳しくは理事会議事録でご確認お願いいたします。本日は以上
です。
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委員会報告

【IAC例会について】
清岡IA委員長

本日1/10、午後3時からIAC例会に私、渡邊さん、城田さんの3名で
参加してまいりました。今日は1時間の例会でしたが、日ごろボラ
ンティア活動している「小草」（中国人小学生対象のボランティ
アを春日中学校で毎週日曜日に行っている）で、そこの小学生向
けに日本の文化を伝えたいという企画に向けての内容や日程の確
認でございました。2/4にこのイベントをIA生中心に奈良女子大学
附属中等教育学校の校舎で実行される、といったことが決定し、
今週日曜日にちらしをもって参加者を募る、ということになって
おります。

【後期会費納入の件】
門脇会計

本日、状差しに「会費納入の
お願い」を入れております。
2/7までにお振込みお願いし
たいと思います。

米山奨学金授与

米山奨学生 羅 一采 さん

日本の文化というとけん玉やかるたなど様々な文化があると思いますが、それらを全
部手作りして伝えたい、といった思いで2、3時間のイベントを企画されています。ち
らしが金曜日に出来上がりますので次回の例会に皆様のお手元に届くかと思います。
私も2/4参加予定でございますが、一緒にという方がおられましたらご参加いただき
たいと思います。続いて2月のIAC例会のご案内です。次回は2/6(月)午後4時20分から
となっておりますので、皆様にもぜひご参加していただきたいと思っております。
宜しくお願い致します。

【職業奉仕講演会の件】
田村職業奉仕副委員長

「職業奉仕講演会～近江商人発祥の地、滋賀の
Bankerとして～」が2/19(日)、13：30～京都学・
歴彩館大ホールにてハイブリッド形式で開催さ
れます。北河原パストガバナーも鼎談されます
ので、皆様のご参加よろしくお願い致します。
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【ワイン同好会】
植村会長エレクト

昨年アナウンスメントしておりますが、今月1/24(火)例会終了後、
19時からマリオットホテルの方で第1回ワイン会を開催したいと思
います、当日は泡1，白2，赤2杯を用意してもらうと共に、「リー
デル」というグラスで有名な会社から来ていただいて、グラスに
よってワインの味がどう変わるか、というマニアックな話も聞け
そうですので、是非ご参加のほう宜しくお願いしたいと思います。
現時点で30名のご参加となっておりますが、まだ追加も大丈夫で
すので、是非奮ってご参加いただきますよう宜しくお願いいたし
ます。

ニコニコ箱 合計 121,000円 累計 1,579,000円

谷川千代則君 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。
後期も何卒よろしくお願い致します。

堀内眞治 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。
北河原公敬君 令和5年癸卯、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

お願い申し上げます。コロナに加えてインフルエンザも増加傾向にある
ようで、皆様、お互いに気をつけてロータリーライフを実践しましょう。

飯田二昭 君 明けましてお目出とうございます。久しぶりで生駒山から初日の出を遥
拝しました。今年も良い年でありますように。

石野捨雄 君 本年もよろしくお願いします。
潮田悦男 君 皆様、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。
大塩栄作 君 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。
金星 昇 君 新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくおねがい申上げます。
清岡義教 君 明けましておめでとうございます。

今年はうさぎ年〝年男″でございます。本年も宜しくお願いします。
髙野 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いたします。
竹中史郎 君 今年もいい年でありますように、祈念いたします。

元旦のおみくじ「中吉」でした。ニコニコ‼
武中洋勝 君 本年もよろしくお願いいたします。
多田 実 君 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致します。
冨川 悟 君 みなさん、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。
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。
野末勝宏 君 本年もよろしくお願い致します。
福本良平 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。

幹事報告

・2025-26年度ガバナー決定告知(受付ホワイトボード掲示)

状差し
・1月のスケジュール
・後期会費納入のお願い
・情報集会意見報告書
・職業奉仕講演会チラシ
・ガバナー月信・ロータリーの友1月号

回覧
・1/24 ワイン会出欠
・2/19 職業奉仕講演会出欠
・4/8-4/9 地区大会出欠
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●会報・雑誌委員会/市田富久夫 爲則泰二

楠原忠夫 中奥雅巳

今後の予定

・1月24日（火）クラブ討論会（職業奉仕担当）

・1月31日（火）卓話
卓話講師：クリエイティブディレクター／コピーライター、

ＮＰＯ法人「バサラ衆」副理事長、
株式会社ココロネ 代表取締役 山口義房 様

タイトル：奈良にも、騒いでええ日ができた
－１９９９年、夏、奈良の町に誕生した「バサラ祭り」－

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜大和郡山ロータリークラブ＞
・1月23日(月) 休会 定款細則第5条第2節適用
・2月 6日(月) 休会 定款細則第5条第2節適用
・2月13日(月) → 2月18日(土)へ振替

創立60周年記念例会の為、場所時間変更
・2月20日(月) 休会 定款細則第5条第2節適用
※申し訳ございませんが、いずれもビジター受付は行いません。

＜奈良西ロータリークラブ＞
・1月26日（木）変更 移動例会の為、例会場変更（ホテル日航奈良にて）
・2月 9日（木）休会（定款に基づく）
・2月23日（木）休会（定款に基づく）
※申し訳ございませんが、いずれもビジター受付は行いません。

＜大和高田ロータリークラブ＞
・2月 7日（火）休会（定款第7条第1節(d)適用）
・2月21日（火）休会（定款第7条第1節(d)適用）
・3月21日（火）休会（定款第7条第1節(d)適用）
※申し訳ございませんが、いずれもビジター受付は行いません。

藤井正勝 君 会長・幹事そして理事の皆様、後半も宜しくお願いします。
また、多くの年賀葉書を頂き感謝申し上げます。このニコニコで皆様へ
の年賀のご挨拶とさせていただきます。今年も宜しくお願い致します。

水野憲治 君 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。
宮西正伸 君 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
武藤廣茂 君 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致します。
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します。
ニコニコ協力 市田富久夫君 門脇伸幸 君 川端 昇 君 國原正記 君

倉田智史 君 河野里志 君 小西敏文 君 田村英樹 君
塚本 勝 君 成田和哉 君 松岡浩治 君


