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前回のニコニコ
￥41、000

全期会費預かり分
￥1,665,000

第 1194 回

今年度累計
￥3,367,450

咲き競う 於：宇陀市 滝谷花しょうぶ園 撮影者：井上重行

ニコニコ

2016 年 6 月 16 日（木）

松山

1 開会点鐘
2 ソング「我等の生業」

隆一君

妻の策略で誕生日と結婚記念日が同
じ日です。お陰様で結婚記念日を忘
たことがございません。きれいなお

3 お客様紹介
4 会食
5 会長報告
6 幹事報告
7 出席報告

花頂けるようでありがとうございま
す。
吉田

雄策君

母の葬儀に際し、お忙しい中ご参列
いただき、また、過分のお供えにあ
ずかりありがとうございました。今

8 ニコニコ報告
9 委員会報告

後ともよろしくお願いいたします。
岡本

10 本日の卓話

光晴君

先週、浜松の舘山寺温泉に行って来
ました。宴会中心だったので、温泉

「フォーラム」
委員会報告
11 閉会点鐘

には 1 回入っただけでした。
中川

基成君

チョットうれしいことがあったので。

会長挨拶
1193 回報告

○創立 25 周年のパンフレットの表紙を見て愕然とし

2016 年 6 月 9 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

ました。なんと、私の姿勢が猫背になっていまし
た。娘と犬の散歩に行く時、
「お父さん、猫背だよ！

ソング

気を付けないとダメだよ。
」と普段からよく言われ

「四つのテスト」

ます。正しい姿勢にしているつもりですが、うっ
ソングリーダー

住吉 襄一君

かり気を抜くと悪い姿勢になってしまいます。こ
れからも常に意識して、気を付けたいと思います。

ビジター

○今週もまた例会見学に 3 名の方に来ていただいて

大塚康夫 様 （例会見学）

います。私たちのクラブをしっかり見ていただき、

松原由忠 様 （例会見学）

頼もしい同志になっていただければ幸いです。

八木保郎 様 （例会見学）

○先週金曜日から日曜日にかけて、韓国の釜山・慶

出席報告

州へ行って来ました。10 年前の釜山とはすっかり
全会員

免除者

出席者
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出席率%

変わって、超高層ビルが数えきれないほど立ちな
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らび大変な近代都市となっていました。ちょうど
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国際モーターショーが開催されており、そちらに
も行って来ましたが、日本と違い、たくさんの若

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

●例会場
橿原ロイヤルホテル

3.好意と友情を深めるか

●事務局 〒634-0063
橿原市久米町 652 番地の 2

4.みんなのためになるかどうか

●0744-28-1698
●FAX 0744-28-2885

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

者が押し寄せ、熱気がムンムンしていました。日

会員各位皆様はじめ、今回特に入会歴の浅いメン

本より韓国の方が、活気と勢いがあって元気を感

バーの協力もいただき、本年前半は情報収集に努め

じました。日本ももっと活気づくような施策をす

たかいがあって、6 月に 5 名の新入会員入会の運び

すめていかねばならないと感じました。

となりました。純増 1 名となりました。
共にロータリーをたのしみクラブの活動を共にし

幹事報告

てきた 4 名の友の退会を防ぐことのできなかったこ

○IM 報告書配布について

とが残念です。
本年度、当初の目標 60 名には届きませんが、あと

副幹事報告

2 名入会候補者の推薦があります。次年度会員増強
理事会報告 審議事項
1．ガバナー公式訪問・アッセンブリーについて
（7/7・7/15）
2．川上村花火大会家族親睦例会について
3．7/28 卓話・新入会員自己紹介について
4．その他

委員長に引き継ぎたいと思います。

委員会報告

○会員選考委員会

○橿の実会報告

会員選考・職業分類・ロータリー情報の各委員会、
各委員長様には大変お世話をおかけしました。あり
がとうございました。

井村橿の実会幹事

やまとまほろば RC との合同コンペについて
○親睦・Ｒ家族委員会

鍵谷委員長

住吉 襄一委員長

川上村花火大会家族例会案内
6 月お誕生日
3 日 仲川会員
14 日 井上会員
17 日 植田会員
27 日 井村会員
30 日 深井会員
松山会員

会員増強委員会より推薦された 6 名の候補者につ
いて、人格、協調性、社会的評価等を考慮して、当
クラブに相応しいと評価し、理事会に報告した。

○職業分類委員会

次回の例会

岩井 常二委員長

「地区会員増強委員会活動報告」
「私の趣味について」
吉田

「フォーラム」
○会員増強委員会

杉本 憲秀委員長

太三会員

1．既存の職業分類表を精査したが現状ではこのまま
十分であり、新入会員ごとに必要に迫られれば、
その都度検討することにした。
2．会員増強委員会の諮問も受け、増強に協力した。

○ロータリー情報委員会

脇本 弘文委員長

1．年間 2 回の情報集会を A～E グループに分けて開
催した。
テーマ

1．年間出席率が 95％を超え、出席率 100％の例会
も 10 回を超えました。会員の例会出席への意識が
高まったと思います。

＊8～9 月開催
①「出会い・志－感謝」のロータリー活動につ
いて
②当クラブの中・長期ビジョンについて
③クラブの出席率について

2．次週の出席を確認することにより、無断欠席が減
り、食事の無駄がなくなった。
3．IM の出席者 25 名、地区大会の出席者 36 名。
4．25 周年記念例会事業及び記念例会への出席率は
100％を達成。

④その他意見など
＊2 月開催
①会員増強ついて

○ニコニコ委員会

・グループ 1 名以上の会員候補者を検討して
下さい。
・女性会員・家族会員への入会について

武井 仁思委員長

②当クラブ対して望こと
・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
2．9 月第 2 例会及び 3 月第 2 例会において情報集会
のグループ別結果発表会を実施した。
3．新入会員オリエンテーション

1．例会毎の各会員からのニコニコをできる限り気持
ちを込めて発表した。
2．事務局と連携し各会員の累計額を記録し保存した。
3．例会でニコニコ進捗の遅れている会員にはその場
で現状を伝えた。
4．最終月の最初の例会で累計額を各会員に知らせ、
目標額達成に向け、喚起した。
5．今年度の総額目標は達成しました。

○クラブ管理運営委員会
○プログラム委員会
松中 久委員長
松山 隆一委員長
本年は、当クラブ創立 25 周年の節目であり、出席
率の向上を図る為に各委員の努力の結果、目覚まし
い成果を上げ、これにより会員相互の親睦も例年に

合同例会でのプログラム作成・運営を行った。

増して高まり、事業も一致団結して取り組むことが

＊橿原ロータリークラブ合同例会

できたと思います。

平成 27 年 10 月 22 日
於：橿原ロイヤルホテル
卓話講師：ホテルニューオータニ大阪

○出席奨励委員会

飲料部 副支配人

中西敏之 氏

「いまさら聞けないエチケット・
マナーのよもやま話」
久保 真須夫委員長

公式マナーについて卓話して頂く。

＊奈良東ロータリークラブ合同例会
平成 28 年 3 月 31 日

品が完売し、無事記念事業を終える事ができました。
2 月 14 日にホテルグランヴィア京都にて、11 月 8

於：橿原ロイヤルホテル

日の記念事業の説明会が行われ、社会奉仕委員会と

講師：フレア・バーテンディング世界チャンピ

クラブ会報委員会が事業の説明を行い、ガバナー賞

オン 成田栄治 氏

2 月 21 日に音楽を楽しむ会を橿原文化会館で行い、

「エンターテイメント
フレアバーテンディングの世界」
フレアテンディング実演

をいただきました。

カクテルメイキング

奈良県下 RC 第 2 グループの社会奉仕活動として、
各クラブから小・中・高または一般の楽団の皆様が
日ごろ練習されている演奏を笑顔がこぼれる心の安
らぎのひと時をお楽しみいただきました。これには

○規定審議・記録保存委員会

島田 悦治委員長

たくさんの人々が来られ大盛況にて終わりました。

やまとまほろばロータリークラブ
合同ゴルフコンペ

情報集会では規定の尊守について意見交換する時
間を作っていただいた。
2016 年 R.I.規定審議会（4 月）では、大幅な変更
があったが、正式決定事項がまだ告知されていない
為、次年度に引き継ぎます。

○創立 25 周年実行委員会

日時：6 月 14 日（火）
於：グランデージゴルフ倶楽部
中西

知委員長

合同コンペ
○団体戦
優

勝：やまとまほろばＲＣ

10 月 25 日、フォーラム「社会奉仕」創立 25 周年
記念事業説明会を行いました。
11 月 8 日に橿原文化会館前広場で「海の幸・山の

○個人戦
優

勝：宮本 義人会員

食べて応援・買って応援」と銘打った東日本大

準優勝：清水

宏吉会員

震災の復興支援事業を開催いたしました。この事業

第 3 位：金澤

祥堯会員

幸

に対して、多くの方々から応援をいただき、大和信
用金庫様には多額の寄附金と多くの人達に応援して

第 127 回

橿の実会

もらい、また奈良県柔道整復師会にも応援していた

優

だき、チーム ASUKA にもボランティアとして参加

準優勝：松中

久会員

していただきました。当日は朝から雨でしたが、た

第 3 位：鍵谷

安利会員

くさんの人々が東北の海の幸・山の幸を食べて応
援・買って応援していただき、大盛況ですべての商

勝：浅田 昌彦会員

