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2016 年 3 月 17 日（木）

1 開会点鐘
2 ソング「四つのテスト」
3 お客様紹介
4 会食
5 会長報告
6 幹事報告
7 出席報告
8 ニコニコ報告
9 委員会報告
10 本日の卓話
「歴史から学ぶ社会不安を感じる今日
日本文化の源流を求めて」
戸田 守亮様
11 閉会点鐘

1181 回報告

脇本

弘文君

中西

知君

北岡

忠義君

井上 重行君

於：五条市西吉野

撮影者：井上重行

して人生をエンジョイします。
結婚記念日の花束ありがとうござ
いました。
43 回目の記念日ですが、
家内は綺麗な花束をいただけるこ
とを毎年楽しみにしています。
結婚記念日の花束、本日届くはず
ですので、この例会でお礼を言っ
ておきます。43 回目です。本当に
ありがたいといつも心の中で手を
合わせています。感謝‼!
結婚記念日の花束、ありがとうご
ざいました。年はとっても花はき
れいですね。
明日より 3 日間、写真展を行いま
す。興味のある方は万葉ホールへ
足をお運びください。

会長挨拶

2016 年 3 月 10 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

○明日 3 月 11 日は東日本大震災の起きた日で、あの
日から 5 年を迎えようとしています。この震災を

ソング

知った私たちは、さっそく東北の地に赴き、被災

「奉仕の理想」
ソングリーダー 住吉 襄一君

者の方々が何を望んでいるのかをよく調査し、
「明
日に向かってペダルを踏もう」のスローガンのも

出席報告

と、県内から約 650 台の自転車を集め被災地に寄
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応援・買って応援

大海鮮市」では、東松島市の

方々を招いて、サンマや牡蠣などの海産物の販売
や物産展を開催し、大成功に終わりました。復興

正道君

ひな祭り例会、いかがでしたか？
滑舌の悪い司会ですみませんでし
た。皆様、ご協力ありがとうござ
いました。
久保真須夫君 2 週に渡りバースデーソングでの
お祝いありがとうございます。64
歳になりましたが年齢を 64（ムシ）
4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

贈させていただきました。また昨年度の「食べて

はまだ道半ばで、これからも私たちクラブにでき
ることは精一杯応援したいと思っております。皆
さん、これからもご協力よろしくお願いします。

幹事報告
○地区大会の件

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

グループ

副幹事報告

2 月 25 日 於：トラットリア前澤

次年度第 4 回理事会
審議事項
1．理事役員及び委員会構成表案について
2．合同ガバナー訪問について
3．メーキャップについて

リーダー：鍵谷安利
書

記：植田俊應

参加者：岩井常二・小西泰秀
髙田雅信・堤 誠治
中西 知・松中 久

委員会報告

柳田弘明・吉田 格

○親睦・ロータリー家族委員会

米田委員長

①1．現在密かに勧誘を進めておられるメンバーがお

3 月のお誕生日

り、まもなく発表するとのこと。宇陀市の会員

2日

小西会員

が少ないので、増強を考える。

3日

久保会員

4日

猪尾会員

6日

廣田会員

13 日

野島会員

②パスト会長より、会員数も超えた。後は、是非当

20 日

岩井会員

クラブより、ガバナーを出そう。それまでは、チ

堤会員

ーム ASUKA も含め、全力で支えると心強い言葉

25 日

2．女性で仕事を持たれている人を検討する。たと
えば、女医・人材派遣等。

吉田太会員

を頂いた。
③1．活動をするクラブに入ることが出来て、勉強に

次回の例会

もなり、活動を通じ、深い付き合いが出来て良
かった。

「“視線の行方”我々を見つめかえす者たち」

2．会員相互が仲良くて、入会してたくさんの友人

大阪大学 日本語日本文化教育センター

准教授 岩井茂樹様

が出来た。
3．どんなに久しい友人でも、毎週会わないのに、
ロータリーの友人は毎週会うのがすごい。

「情報集会発表会」

4．異業種の交流が出来て、勉強になる。
5．本年度、食事の無駄を止める為に、出欠を確認
したが、いつ頃からか、ちょっと違う方向に行
っている。E クラブでのメーキャップは、はた
ロータリー情報委員会
脇本委員長

して必要なのか。今年はこれで良いと思う。し
かし、何年も続いたら、窮屈で退会者が多くな
るだろう。

テーマ
①会員増強について
＊グループ 1 名以上の会員候補を検討して下さい
＊女性会員・家族会員の入会について
②当クラブに対して望むこと
「例えば、クラブ運営について、奉仕活動について等」

③当クラブに入会して良かったこと！期待外れだっ
たこと
④その他

グループ
2 月 18 日 於：橿原ロイヤルホテル「松柏亭」
リーダー：嶋田英隆
書

記：野島誠一

参加者：北岡忠義・久保真須夫
島田悦治・清水 徹
多根井明則・深井泰俊

冨士川拓也・宮本義人

できるのかという事が大切だという意見でまとま

森下秀城・山本進章

りました。

脇本弘文

③ロータリークラブを通じて沢山の方にお会いし、

①地区別に検討してらいましたが、いずれも適格者

刺激を受けたこと。時間に対するリスクマネージ

が見当たらない結果となりました。今後の勧誘に

メントを学んだこと。

努めてはどうか、また会員増強については努力す

当日は、中川会員の馬術の話、吉田太三会員の人

ることで閉めました。

生経験について大いに盛り上がりました。

②1．今の現状に満足している…幹事が良いから！
2．会費が高い…金額の妥当性があるのか、寄付金
の額についても意見があり、またそれに対して

グループ

もそれぞれ精通された会員より説明がありま

2 月 18 日

した。

リーダー：吉田勝亮

3．入会費の運用について…入会費を 25 周年事業

於：かにの家

書記：和田修志

に何故使えないのか？入会費の使い道は、いま

参加者：澤 光彦・杉本憲秀

だ規定化されていないので、今後どのように入

武井仁思・竹田裕彦

会費を運用していくかを規定化する時期がき

内藤正知・仲川和馬

ているのではないか。

吉野修一郎
①1．6 名の候補者があがりました。
2．家族会員の候補者も 4 名あがりました。

グループ

3．女性会員の候補者は現在いませんが、入会して

2 月 19 日 於：かにの家

いただくことは賛成です。

リーダー：井上重行
書

記：井村正道

②良かった事
1．4 つのテストというものに出会えたことで、世

出席者：熊本昌樹・中川基成

の中の事柄をそれに照らし合わせ、正しいかど

吉川隆博・吉田太三・
米田昌弘

うかという判断基準になった。
2．数あるクラブの中でもあすかロータリークラブ
に入会することができたのは幸せ。第 2650 地

①1．京都南 RC は女性会員も多いし勢いがある。そ

区の中でも抜群に知名度を誇ることは非常に

の中で主婦もどうかという話もありましたが、
ロータリーは仕事を通じて職業奉仕すること

素晴らしい。
期待外れだったことはありません。

がメインなので、主婦の方には厳しいのではな
いか、続かないのではないかという意見が出ま
した。
2．入会見込み者について、吉田太三会員から意見
がありました。
②当クラブは社会奉仕をメインとして地区において

グループ
2 月 26 日 於：橿原ロイヤルホテル「松柏亭」
リーダー：浅田昌彦
書

記：岡本光晴

も存在感を増している。これを継続して行く事が

出席者：岡田憲一・住吉襄一

大切で、また、継続して取り組むことで会の活性

野々垣博紀

化にもつながっている。更に、ここがクラブに対
して望むことよりも、ここがクラブに対して何が

①1．誘っている方がいる。

2．主婦、親子 OK！！ガバナー曰く、最近はこの
ようなことは当たり前のことなので議題にす
るならないとのこと。

宮崎西ロータリークラブ訪問
3 月 11 日（金）

3．出席率 100％を目指すに関して
無理をしなくてもいい。結果として出席率が
高ければよいと思う。もちろん高い方が活気
があってよい。
②1．今、夜間例会は合同例会が多いが、一般の例会
も夜間を増やしたらどうか。合同例会はどこと
するか理事会で決められていると思うが、過去
にやっていて現在していないところはどうし
てやらなくなったのかの報告をしてほしい。
2．次年度のガバナー訪問は 3 クラブ合同例会の予
定をされているが、その日以外にも 3 クラブ
（橿原 RC・やまとまほろば RC・あすか RC）
の合同例会をしてはどうか。
3．奉仕活動について以前は高齢者や子供たちの為
になどがありました。また、田原本町の桃太郎
発祥の地での活動などもありましたが、最近地
元に密着した活動がないように思います。身近
なところにもっと目を向けても良いのではな
いでしょうか。
4．青少年向けに他クラブはサッカーや野球の活動
をしています。当クラブも何か必要なのでは。
③良かったこと
1．猪尾会員が夜誘ってくれること。
2．分け隔てがなく、人の悪口を言う人がいないの
で親しくなれる。

橿の実会 遠征

3．ゴルフの会があってよかった。
4．年齢差をあまり感じない。
5．東北の復興支援事業に参加できたこと。台湾か
らの義援金をもとに、自転車を送る活動に参加
できたこと。
期待外れだったこと
何か発表しないといけないので皆で考えました
が、特に発表するほどのことは無いという結果
になりました。
④地域的に遠いところから来ていて馴染みにくいと
ころがあったという意見もありました。

3 月 12 日 於：ハイビスカスゴルフクラブ
優 勝：野々垣博紀
第 2 位：森下秀城
第 3 位：中川基成

