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前回のニコニコ
￥30、000

全期会費預かり分
￥1,665,000

第 1195 回

今年度累計
￥3,397,450

こっちのみ～ずは あ～まいぞ～
於：宇陀市竜口付近 撮影者：井上重行

ニコニコ

2016 年 6 月 23 日（木）

宮本 義人君 先日のやまとまほろば RC との合同

新入会員入会式

ゴルフコンペで後世の話題に残すで

1 開会点鐘
2 ソング「奉仕の理想」
3 お客様紹介
4 会食
5 会長報告
6 幹事報告

あろう優勝をしました。幹事様の配
慮に感謝申し上げます。
仲川 和馬君

OTASUKE 隊の皆さん、昨日はあり
がとうございました。またお願いし
ます。

植田

7 出席報告
8 ニコニコ報告

俊應君

昨日の OTASUKE 隊会議お疲れ様
でした。また、廣田隊長、杉本副隊
長、野島顧問、ご祝儀ありがとうご

9 委員会報告
10 本日の卓話

ざいました。

「地区会員増強委員会活動報告」
「私の趣味について」
吉田

太三会員

以下同文
吉川 隆博君
井村

正道君

和田

修志君

誕生日のプレゼントありがとうござ
いました。

11 閉会点鐘

吉野修一郎君 チョット感じることがあったので。

1194 回報告

会長挨拶

2016 年 6 月 16 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

○私の会長年度も、本日の例会を入れて、あと 3 回
となりました。無事に会長年度を終えるよう、事

ソング

故に遭わないよう、不祥事を起こさないよう、気

「我等の生業」

を付けて務めたいと思っていましたが、先日、セ
ソングリーダー 中川 基成君

ブンイレブンへ行った際、駐車場で車と接触して、
目の上に傷を負ってしまいました。たいしたこと

ビジター

はなかったのでホッとしています。あと半月、無

（大和高田 RC）

足高 善徳 君

事に過ごせるよう気を付けていきたいと思います。

出席報告

○今日はフォーラムです。職業奉仕委員会では、清
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変勉強になる例会となりました。社会奉仕委員
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会・青少年委員会には創立 25 周年記念事業開催に
あたり、チーム ASUKA の皆さんと共に、サンマの

回

4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか

●例会場
橿原ロイヤルホテル

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885

●URL: http://asuka-rc.jp/
●e-mail: info@asuka-rc.jp

販売やカキ・がんばっぺ汁・牛タンの提供などに

大和信用金庫はじめ多くの皆様のご協力のお陰で、

共に汗を流していただき、ご苦労様でした。また、

成功裡に終えることができました。前売り券販売が

国際奉仕委員会では、和田委員長には 4 月に姉妹

功を奏したのか、来場者も約 4,500 名と大きな賑わ

クラブ締結更新のための準備と打ち合せに台北文

いとなりました。会員の皆様にもご協力いただき、

林 RC に赴き、創立 25 周年式典祝賀会の折には台

飲食ブース、物産展共にすべて完売となりました。

北文林 RC のお世話をしていただき、6 月末の社長

今回の事業を通して、復興が進んでいるとはいえ

交代式に当クラブメンバーで伺う手配等、いろい

未だに十分とは言えない震災を、多くの人たちが忘

ろとご苦労様でした。クラブ会報委員会には、井

れることなく、想いを寄せて頂けたのではないかと

上会員のステキな写真で毎週、週報の表紙を飾っ

思います。また、東松松島元気なまちづくり委員会

ていただき、冨士川委員長には紙面の編集に大変

の皆様にも打ち上げや観光等で少しばかりでも心の

お世話をおかけしました。会計の宮本会員には毎

癒しを持って頂けたと思います。創立 25 周年記念事

月の会計をチェックいただき、SAA には毎週の例会

業として、
「笑顔復活 BBQ セット」10 台寄贈し、阿

の進行、ありがとうございました。

部東松島市長より感謝状を頂きました。また、本事

最後の例会には 1 年間のことを思い出しながら、
またご挨拶させていただきたいと思います。

業を通して、2015～2016 年度ガバナー賞（奉仕活動
部門）を頂くことができました。
今回の広報結果は下記の通りです。

幹事報告

・テレビ関係 NHK 生放送にてイベント PR

○山本会員出席免除について(6/23～)

朝日放送でニュース放映

○RI 規定審議会 標準定款改定について

（報道ステーション）

○7/1～ 暫定定款の配布

・新聞関係 読売新聞 2 回・産経新聞・毎日新聞

○新入会員入会式について

委員会報告
○親睦・Ｒ家族委員会

○青少年委員会
井村委員

川上村花火大会家族例会案内
井村 正道委員長

次回の例会

「会長・幹事退任挨拶」

1．11 月 8 日（日）あすかロータリークラブ創立 25
周年記念事業東日本大震災復興支援『海の幸・山

「フォーラム」
○奉仕プロジェクト委員会

の幸 食べて応援！買って応援！』に参加・協力
しました。当日、橿原文化会館前広場にて、元気
なまちづくり委員会の皆さんと一緒に東松島か
ら直送で持ち込んでもらったサンマやカキなど
の獲れたての新鮮な海の幸をチーム ASUKA と
共に販売しました。売り切れ続出の大盛況で終わ

吉川 隆博委員長

ることができました。
2．3 月 3 日（木）チーム ASUKA との合同でひな祭
り例会を開催しました。アトラクションでクイズ

2015 年 11 月 8 日に橿原文化会館広場において『海
の幸・山の幸 食べて応援！買って応援！』を開催。
当日はあいにくの空模様となりましたが、会員、東
松島元気なまちづくり委員会、
チーム ASUKA(70 名)、

大会を企画し、非常に盛り上がりました。
3．RYLA の参加。
みずほ証券株式会社

田口 央梨奈さん

日時：2016 年 5 月 20 日～22 日
於 ：福井アカデミアホテル

学校法人金井学園 金井講堂他

した。当日は、朝からあいにくの雨でしたが多く

5 月 26 日の例会で RYLA 参加の報告をして頂き

の人が訪れ、東北の海の幸・山の幸を食べて、ま

ました。

た買っていただき大盛況で全ての物品が完売と
なり、無事事業を終えることが出来ました。
2．2 月 14 日に京都ホテルグランヴィアの第 2 回社

○職業奉仕委員会

会奉仕委員長会議に於いて、社会奉仕委員長とク
ラブ会報委員長が記念事業について発表をしま
清水 徹委員長

した。お陰様でガバナー賞をいただきました。
3．2 月 21 日に奈良県下ロータリークラブ第 2 グル
ープで「音楽を楽しむ会」を橿原文化会館で開催

1．11 月職業奉仕の一環として、創立 25 周年記念事

し、社会奉仕活動として各クラブから小・中・高

業「東日本大震災復興支援事業」に参加し、会員

または一般の楽団の皆様方に演奏していただき、

各自の職業上の知識や経験を活かし運営に協力

笑顔こぼれる心安らぐひと時をお楽しみいただ

することができた。

きました。たくさんの来客があり、大盛況に終わ

2．1 月職業奉仕フォーラム

りました。

奈良県発明協会
知財アドバイザー 田中 英一様
事務局長

○国際奉仕委員会

中根 信一様

「知的財産権制度について」卓話をしていただき
ました。

和田 修志委員長

3．4 月職場訪問事業の実施（例会場：森下組）
訪問先：㈱大紀グループ

社長 清水益成様

㈱中吉野開発リサイクルセンター
センター長 大塩隆也様
大紀農園 永井耕三様
お土産もいただき、大変有意義な訪問見学ができ
ました。

1．4 月 11 日に創立 25 周年記念式典出席招致および
姉妹クラブ締結更新打ち合わせの為に、幹事と共
に台北文林ロータリークラブを訪問しました。
2．5 月 19 日に当クラブの 25 周年記念式典および祝
賀会へご参加の、台北文林ロータリークラブ皆様

○社会奉仕委員会

を、会長、25 周年実行委員長、幹事とで関西国
際空港でお出迎え。5 月 21 日の記念式典および
祝賀会へはメンバーと奥様総勢 25 名で出席しい

仲川 和馬委員長

ただきました。
3．6 月 27 日に当クラブ記念式典ご参加のお礼もか
ねて、台北文林ロータリークラブの社長交代式へ

1．10 月 25 日のフォーラム「社会奉仕」に創立 25

18 名で出席します。

周年記念事業説明会を行いました。内容としまし
ては、11 月 8 日に橿原文化会館前広場で東日本

○クラブ広報委員会

大震災の復興支援としまして『海の幸・山の幸 食
べて応援！買って応援！』の説明会を行いました。
この事業に対して、多くの方々から応援していた

冨士川拓也委員長

だきました。大和信用金庫様には多額のご寄付と
人員を応援いただき、また奈良県柔道整復師様も
応援していただきました。チーム ASUKA のメン
バーには、会員と共に奉仕活動をしていただきま

1．創立 25 周年記念事業の告知を NHK とホームペ
ージ、新聞で行いました。

2．ホームページのリニューアルを行いました。

題なく、卓話中に示す注意プラカードを準備した

3．記念事業の記録を編集した映像を作成し、記念式

が出番なしで終えました。携帯電話のマナーモー
ドは年間通じて 2,3 回違反があったが罰金は課さ

典で上映しました。

ずでした。
○広報・雑誌委員会
○会計
髙田 雅信委員長
宮本 義人会員

1．創立 25 周年記念事業の『海の幸・山の幸 食べて
応援・買って応援』の記事をロータリーの共に投

会計手続きの流れとして、予算書に基づき、幹事

稿し、記念例会開催の 5 月号に掲載を依頼し、復

が支払決裁し、予算超過が発生した場合、理事会の

興支援の特集『心は共に』に掲載されました。

承認があることを確認し会計しました。なお、日常

2．例会を通じてロータリーの友の購読意識の向上に
務めました。

の入出金手続きは幹事・事務局でしていただきまし
た。以上の手続きで基本方針、活動計画通り出来ま
した。本年度は 25 周年事業がありましたので、通常

冨士川拓也委員長

年度より約 500 万円ほどの超過支出で周年事業年度

1．親睦例会等は撮影するカメラの台数を増やしたこ

は多額の費用がかかりますので、基金特別会計の取

とのより、その場の雰囲気が伝わるような写真を

り崩し、及び基金特別会計の今後の使途を決めてお

撮ることができたと思います。

く必要があるのではと思いました。

○クラブ広報委員会

2．メンバー相互の協力により、穴を空けることなく
週報を発刊することができました。

○ロータリー財団・米山奨学委員会

3．戸田守亮先生の 8 回講演原稿は、全てテープ起こ
しを行いました。
山本 進章委員長代行
○会場監督

森下 秀城幹事

田中 和宏委員長
1．ロータリー財団年次寄付一人当たり 200 ㌦達成
（地区目標一人当たり 180 ㌦）
1．会場設営については 100％とはいかないが、ほぼ
達成できました。
2．会場配置は、会食の際に会長など会員と同じ食卓

2．PHF…岩井常二（MF⑤）・嶋田英隆（MF②）
和田修志（MF①）
3．米山功労者…澤 光彦（M①）
・松中 久（M①）

についたが、移動や時間的な面でやや難点があり

森下秀城（M①）

再検討の必要があります。会員の席次は、親睦・

清水 徹・仲川和馬・井村正道・

ロータリー家族委員会、出席奨励委員会の協力で

和田修志・冨士川拓也

大変良好でした。開始時間については全く問題な
かった。ただ、幾つかの卓話で時間配分がうまく
いかなかった点もある。しかし、終了時間につい
ては全く問題ありませんでした。
3．会員の席次が良好だったので、私語については問

結果一人当り 24,298 円達成
（地区目標一人当たり 24,000 円）
4．10 月 1 日米山月間に寄せて、米山奨学生による
卓話の実施。
マハルザン・ナレンドラ君（橿原 RC）ネパール

