
            福原 哲晃会員     

指名委員会の指名は以上申し上げたとおりで

すが、他に立候補される方ならびに推薦される

会員がおられましたら11月6日例会前までにお申

し出下さい。なお、本年度のクラブ年次総会は、

11月20日例会後に行います。 

ロータリー財団から、財団への長年の貢献に

対し、衣斐孝雄会員・福井興会員・寺内清視会員・

山本喬一会員にマルチプル・ポール・ハリス・

フェロー・ピンが届いております。おめでとうご

ざいます。 

尚、今週土曜日、ＩＭ６組インターシティー

ミィーティングが開かれます。次年度当クラブ

がホストクラブに当たっておりますので、会員

ご出席方よろしくお願い申し上げます。 

それに伴いまして、次年度、当クラブより地区

ガバナー補佐を推挙することになって参ります

が、その人選については、次々週に臨時指名委員

会で協議させて頂きたいと思っております。そ

の結果については、年次総会にお諮りしたいと

考えています。ご了解くださいますよう。 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 「三世代クラブ合同例会（移動例会）のご案

内」を本日お配りしております。出欠のご返事

を事務局までお願いいたします。なお、成美学

寮もちつき交流会のご案内も併せてお配りし

ております。 

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

月日の経つのは早いもので、次年度理事役員

を指名する委員会が開かれる時節となってまい

りました。昨々年の今頃、どこでどう決まったの

か、会長をやって欲しいとの話があったのを思

い出します。この年になってと少しのためらい

はありましたが、今は亡き家内が「弁護士会の会

長より楽しいんじゃない、私も出ていくから」と

後押ししてくれていました。後の約束は適わぬ

こととなりましたが、家族が家内の気持ちを継

いでいてくれているのは大いなる支えで有難い

ことです。 

さて、本日指名委員会が開かれました。３年後

の５０周年を迎える態勢を整える大切な人事で

すので、慎重かつ真剣にご議論頂きました。 

その結果、クラブ細則第１条第１節⑵に基づ

き2015-16年度の理事・役員9名の候補者の指名が

行われました。 

 次々年度会長候補者は、石田 道夫会員 

 次年度副会長候補者は、溝手  悟会員 

     幹事候補者は、中野  格会員 

     会計候補者は、梅本 知秀会員 

     理事候補者は、荒木 幾夫会員 

            中村 健輔会員 

            山田 雅浩会員 

            中村  修会員 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2267回） 
２）ソング  星の界（よ） 
３）卓 話 「東大寺南大門仁王像の魅力」  
       奈良国立博物館名誉館員 
            鈴木 喜博 様 
            西浦 司会員紹介 
４）11月度定例理事会 

  次週（１１月６日）のお知らせ 
１）例 会 （2268回） 

２）国旗およびロータリー旗に礼 

３）ソング  君が代・奉仕の理想 

４）卓 話 「歌唱指導」  

        ソング・プログラム委員会 

５）記念写真撮影 
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② №3・7テーブル情報集会のご案内を本日お配

りしております。 

③ №1・2・4テーブル情報集会の出欠のご返事を

事務局までお願いいたします。 

④ 今週の10月18日（土）開催のIM第6組にご出席の

会員におかれましては、閉会式まで必ずご参

加頂きます様にお願いいたします。次年度ホ

ストクラブとして当クラブが紹介されます。

また、次年度ホストクラブ会長として小寺会

長の挨拶がございます。 

⑤ 「2014-15年度 地区大会」出欠のご返事を本

日中に事務局までお願いいたします。なお、お

配りしております地区大会申込書の12月5日

（金）第1日目の開会式の時間が13：20になっ

ておりましたが14：00の間違いでしたのでよ

ろしくお願いいたします。また、申込書下方に

分科会の出席対象者が明記されておりますの

で該当されます会員各位は分科会へのご参加

もよろしくお願い致します。 

⑥ 新年初例会前の天満宮でのご祈祷につきまし

ての出欠のご返事を本日中に必ずご提出をお

願いいたします。 

⑦ 今年度の社会奉仕事業「児童院（児童心理養育

施設）訪問」出欠のご返事を事務局までお願い

いたします。 

⑧ 次々週例会終了後「11月度定例理事会」を開催

いたします。本日ご案内させて頂いておりま

すので関係各位宜しくお願いいたします。 

⑨ 次週10月23日は定款により休会になります。な

お、事務局もお休みさせて頂きます。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

18ヶ年在籍自祝 石田道夫 

12ヵ年無事終りました 自祝  溝手 悟 

6ヵ月ホームクラブ皆出席自祝   福井 興  

ホームクラブ6ヶ月皆出席自祝  南川 和茂 

結婚記念日自祝 キレイなお花ありがとうござ

いました             安田義治 

結婚記念日のお花ありがとうございます 

 寺村 清 

結婚記念日自祝  高田 肇 

レンタカーで女房と2人 プレスリーを求めて

メンフィスからシカゴ迄、ミュージック道路、

3週間、1500キロを走ってきました  

                 木村忠夫 

中川さん、福原さん、橋本さん、また御出席の

皆様ありがとうございました 在本 茂 

誕生日自祝  福原哲晃 

児童院への協賛金多額に頂き有難うございます 

 石田道夫 

平成26年10月16日   合計金   63,000円 

          累計金 758,340円 

☆☆ 先週（10 月 16 日）の卓話 ☆☆ 

「不動産登記について」 
             御木 威会員 

改めましてこんにちは、本日卓話をさせてい

ただきます御木威です。よろしくお願いします。

私がこの歴史と伝統ある大阪天満橋ロータリー

クラブに入会させていただきまして、まもなく

無事に２年が過ぎようとしています。改めて諸

先輩方にお礼申し上げます。 

不動産登記をする上で欠かせないものは権利

書です。権利書というものがどういう役割をす

るかといいますと、登記名義人本人であると証

明するためのものです。他にも登記手続をする

際は、印鑑証明書と申請書に実印を押印します。

要は、権利書と印鑑証明書と実印という本人し

か持つはずのない物を３つも揃えているんだか

ら登記申請をしているのは本人で間違いないだ

ろう。だから登記申請のとおり登記簿を変更し

ますよというものです。ですので、大事なもので

すが、それ単体では、何もすることはできないも

のなのです。 

不動産登記とは、大切な財産である土地や建

物の所在・面積のほか，所有者の住所・氏名など

を公の帳簿（登記簿）に記載し，これを一般公開

することにより，権利関係などの状況が誰にで

もわかるようにし，取引の安全と円滑をはかる

役割をはたしています。そして、その不動産の所

有者の権利を保護するために、権利書がありま

す。権利書を受け取って生涯使用しないという

こともままあるかもしれませんが、そういう役

割を果たしていると理解していただければと思

います。 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

ストラッチャ・テラスープ（掻き卵とチーズ
のスープ） 
海老フライ、サラダとタルタルソース、レモ
ン添え 
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ コーヒー 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 62名 

国内ゲスト  ０名 会員出席 46名(56名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 25名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 10名 

10月16日の出席率 82.14％ 

４週間前（9月25日）の 

メークアップを含む出席率 82.76％ 

メークアップ実施会員     2名（欠席者12名) 


