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前回のニコニコ
￥83、000

全期会費預かり分
￥1,665,000

第 1193 回

今年度累計
￥3,326,450
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2016 年 6 月 9 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
「フォーラム」
会員増強・クラブ広報・
クラブ管理運営委員会
11 閉会点鐘

1192 回報告

撮影者：井上重行

2016 年 6 月 2 日（木）
於：橿原ロイヤルホテル

ソング
「君が代」
「奉仕の理想」
ソングリーダー 岩井 常二君

ビジター
前垣 信也様 （例会見学）
柿本 健三様 （例会見学）
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前垣さん、例会見学にようこそ!!
楽しんで下さいね。心より歓迎し
ております。

4 つのテスト 1.真実かどうか
●例会日
毎週木曜日 12：30～

岡本 光晴君
清水
徹君

先週の SAA では島田先生ありがと
うございました。なんとか 6 月は務
められそうです。
あすか RC に入会させていただき丸
1 年が経ちました。
まだまだですが、
これからもよろしくお願いします。
ゴルフクラブセットを浅田さんと一
緒に買いました。少しずつ練習して、
皆さんと楽しくゴルフコースを回れ
るようになりたいと思っています。
突然、結婚祝いの花束をいただきま
した。夫婦とも忘れていました。そ
んなにいつも幸福にしていないのに、
これはどうも夫婦とも認知症のはじ
まりと思われます。
結婚記念日のオシャレな花束をあり
がとうございました。
結婚記念日の花束ありがとうござい
ました。
もうすぐ誕生日ですのでしておきま
す。75 歳の後期高齢者になります。
チョット感ずることがあったので。
帳尻合わせです。

会長挨拶
○いよいよ澤・森下年度も残すところあとひと月、5
回の例会を残すだけとなりました。思い返してみ
ると、早かったなあという印象です。先日の創立
25 周年式典は、中西委員長のもと、無事に終える
事ができ、今はほっとしています。今月からはク
ールビズです。私の心もクールビズです。
○本日の例会は親睦・ロータリー家族委員会のフォ
ーラムです。米田委員長には、月見例会から始ま
りワイン例会、家族親睦忘年例会、新年例会、ひ
な祭り例会、そして、創立 25 周年記念祝賀会等、
本当にご苦労様でした。会員及びご家族の方々に
も大変喜んでいただいたと思います。本当にあり
がとうございました。

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/
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○本日は例会見学として、前垣さん、柿本さん両名
がお越し下さいました。是非入会いただけるのを
楽しみにしています。また、来週は 3 名の方が例
会見学に来られます。うまくいけば年度末には会
員数は 58 名になります。
○本来、最終例会に申し上げようと思っていました
が、お話することが多すぎて、本日お礼の言葉を
述べたいと思います。毎週、週報のヘッダーの写
真を提供頂いている井上会員です。朝早く、また
夜遅く、遠方まで撮影に行かれ、素晴らしい写真
をいただき本当に感謝しています。また来年も続
けてよろしくお願い致します。

幹事報告
○6 月 9 日・16 日例会 活動報告発表
9 日…会 員 増 強 ・ ク ラ ブ 管 理 運 営 ・ 創 立 25 周 年 実 行
16 日…クラブ広報・奉仕プロジェクト・R 財団/米
山奨学・会計・SAA
理事会報告
審議事項
1．創立 25 周年記念例会の決算について
2．新入会員入会事業予定について
3．台北文林 RC 社長交代式訪問について
4．出席率及び皆勤賞・精勤賞について
5．決算予想について
6．本日から 6 月 30 日迄の緊急決定事項について

次回の例会
「フォーラム」
奉仕プロジェクト委員会

特別委員会

「ロータリー親睦月間」
親睦・ロータリー家族委員会
米田委員長

本年度委員会の活動報告を致します。
本年度は、通常例会での席を役員、パスト会長、中
堅、若手のメンバーが相互に親睦を計れる様、例会
前日に出席の確認をし、席表の作成を行ない、なる
べく毎回違う会員との席になるよう工夫しました。
また、夜間例会等では、なるべく同世代の会員が同
席になるよう配置又は、くじ引き等による席決めと
しました。
誕生日プレゼントは、会員の皆さまに少しオシャ
レになって頂くよう電動鼻毛カッタ―を贈りました。
結婚記念日プレゼントは、花束を贈りました。
本年度、当委員会は、5 回の夜間例会を担当致し

ました。
まず、9 月 24 日に秋
の月見例会をヴェル
デ辻甚で開催致しま
した。当日は会員 43
名の出席で、大いに食
べて、大いに飲んで楽
しい例会となりました。また、辻甚の社長が、大和
高田 RC の会員でもあり、特別メニューで、送迎バ
スの手配、お酒の差し入れまで頂きました。
次に、11 月 19 日にワイ
ン例会を橿原ロイヤルホ
テルで開催致しました。当
日は会員 41 名の出席で、
松山会員に「ワインあれこ
れ」の卓話をして頂き、そ
の後、いつも通り大いに盛
り上がりました。
年末の 12 月 19 日に
忘年会をリーガロイヤ
ルホテル大阪催致しま
した。当日は、会員 53
名、ご家族 43 名の出席
でした。澤会長の食へ
のこだわりで、3 コー
スの試食を行ない、そ
のなかで、特に美味しい品を組み合わせたわがまま
なメニューとなりました。抽選の景品とお土産は、
欠席者も含めた会員全てに行き渡るようにしました。
食事,歓談で大いに盛り上がり、楽しい時間を過ごし
て頂けたと思います。
年はじめの 1 月 7 日に
新年夜間例会を橿原観
光ホテルで開催致しま
した。当日は会員 40 名
の出席で、例年通り鍋
を囲んで大いに盛り上
がりました。
最後は、会員とチー
ム ASUKA 合同のひ
な祭り例会を 3 月 3
日に青少年委員会と
共に開催致しました。
当日は会員 35 名、チ
ーム ASUKA53 名の
出席でした。チーム ASUKA の若いメンバーと楽し
い時間を過ごせました。
以上、各例会が夜間例会に拘わらず会員の皆様方
の多数の出席及びご協力の下、又吉田勝亮副委員長
はじめ委員会のメンバーの協力の下、一年間何とか
委員会活動を終えることが出来ました。
有難うございました。

