
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 

 
 

 

第 3107回例会報告書 
2022（令和4）年3月18日 

司会        副SAA・安永吉伸会員 

Ｒ.song        君が代・奉仕の理想 

ソング･リーダー   原田杏子会員 

 

 

米山奨学生 グォン・ティータイン・ヒュオンさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致しま
す。         ････････････井上輝好会員 

◎皆様お久しぶりです。 ････････････増田善昭会員 

◎コロナ明けの明るい未来を考えるテーマで開催した
子ども達への絵画・作文コンクールで 2000 点のご
応募がありました。ご参加うれしいので！ 

････････････原田杏子会員 

◎誕生日お祝い 

吉田浩巳会員（11/30） 尾田肇睦会員（1/26） 

中井康允会員（2/9）  山田善紀会員（2/10） 

尾上隆志会員（2/26）  井上輝好会員（3/9） 

中川一郎会員（3/28）  河村善一会員（3/27） 

◎結婚記念日お祝い 

平田博也会員（3/30） 

◎入会お祝い 

中井康允会員（41年） 野口洋司会員（40年） 

井上輝好会員（21年）  吉田浩巳会員（9年） 

森川善隆会員（9年）  松原由忠会員（1年） 

山田善紀会員（1年） 

 

 

 

○コロナ禍でなかなか例会も開催できなかったが本日
久しぶりに開催することができ、有難く思う。政府
もまん延防止措置を 21日に全面的に解除すること 

 
 
 
 
 
 
 
を発表し、少し明るい兆しが見えてきたように思う
が、まだまだ予断を許さない状況であるとも感じる。 

○奈良のお水取りも終わり、だんだんと過ごしやすい
気候になってきた。その一方で、連日ロシア・ウク
ライナの問題が報道されている。私個人の考えでは
あるが、やはり民間人を巻き込み、病院などの施設
を攻撃することは如何なものかと思うので、一日も
早く停戦し、平和になることを願う。 

○後ほど親睦活動委員会から報告があると思うが、5

月には東北方面への一泊例会も開催する。皆様に楽
しんで頂ける内容を企画して頂いているようなの
で、是非ご参加頂ければと思う。 

 
 

 

△2月誕生日 

中井康允会員（2/9）  山田善紀会員（2/10） 

関 俊昭会員（2/14）  尾上隆志会員（2/26） 

△3月誕生日 

井上輝好会員（3/9）   中川一郎会員（3/28） 

松井大典会員（3/7）  中垣内多美会員（3/13） 

河村善一会員（3/27）  今西哲哉会員（3/16） 

西野光泰会員（3/28） 

△2月結婚記念日 

米田常彦会員（2/3）  松田安啓会員（2/18） 

△3月結婚記念日 

福井良盟会員（3/12）  中林隆男会員（3/2） 

平田博也会員（3/30）   松井大典会員（3/8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・金婚お祝い品の贈呈：中林隆男会員 

ＫＡＳＨ ＩＨＡＲＡ 
ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ 

 
ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２６５０ 

事務局（例会場） 
橿原市久米町 652-2 THE KASHIHARA 4F 

TEL/0744-28-2801（直通） 
FAX/0744-28-2802 
E-mail/krc@jeans.ocn.ne.jp 

TEL/0744-28-6636(ホテル) 

例会日 
金 曜 日 
12 時 30 分～13時 30 分 
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四つのテスト ①真実かどうか 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 

ニ コ ニ コ 箱 

出 席 報 告 

会 長 挨 拶 

会員58名 
(3/18)       出席者37名  出席率68.5％ 
(1/7補正)       〃  38名   〃  70.03％ 
 

幹 事 報 告 

ゲ ス ト 

４月は、「母子の健康月間」（Maternal and Child Health Month）です。 



△2月入会 

中井康允会員（41年） 井上輝好会員（21年） 

 堀部光志会員（14年） 

△3月入会 

野口洋司会員（40年） 森川善隆会員（9年） 

 松田安啓会員（1年）  松原由忠会員（1年） 

 山田善紀会員（1年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在籍40周年 記念品の贈呈：野口洋司会員 
 
△米山記念奨学会より、米山功労者感謝状の伝達 

 ・藤岡宏章会員（第3回米山功労者） 

 ・密門裕範会員（第2回米山功労者） 

 ・好川嘉則会員（第9回米山功労者） 

 ・吉村輝高会員（第1回米山功労者） 

 ※ご欠席のため、ご紹介のみ。 

△2020 年 4 月から 2 年間、米山奨学生として当クラ
ブでお世話をしていた、グォン・ティータイン・ヒ
ュオンさんがこの3月で卒業される。米山記念奨学
会より、カウンセラーとしてご尽力頂いた豊田博樹
会員へ感謝状と、ヒュオンさんへ終了証、最後の奨
学金の伝達 

 【ヒュオンさんよりご挨拶】 

  改めましてこんにちは。今日は久しぶりに皆さん
に会えてとても嬉しいですが、最後なので寂しいで
す。2 年間でしたが、コロナであまり例会に参加で
きない時もありました。皆さんの前で挨拶やスピー
チをするのは緊張しましたが、お互いの理解を深め
られたのではないかと思っています。今の私の気持
ちは、とても寂しいです。豊田カウンセラー、井上
会員は引っ越しも手伝ってくれました。私は日本で
一人暮らしで、友達に手伝ってもらうこともできな
かったので深く感謝しています。卒業しても、皆さ
んロータリアンの「人の役に立つ」という精神を継
続していきたいと思います。将来は日本語の教師を
しながら、数年前の私のように日本の生活に慣れて
いなくて言語や文化の違いに困っている人の役に
立てたらいいなと思っています。2 年間ありがとう
ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヒュオンさんは卒業後も日本に残るそうなので、ま
たお会いできることを楽しみにしている。また先日、
地区で米山奨学生終了式があった。その際にヒュオ
ンさんは奨学生代表として、堂々と、可愛らしく謝
辞を述べられていたことをご報告させて頂く。 

△奈良県下14RCで共同で行った奉仕事業についてご
報告申し上げる。この事業は「奈良県下14RCの結
束力で大きな奉仕をしよう」と奈良RCの呼びかけ
で始まった。支援金として各クラブ会員お一人当た
り 3000 円、当クラブからは 58 名分 174,000 円を
支出し、14RC で合計 1,908,000 円を青少年に奉仕
することとなり、偶然にも私 河村が院長を務めて
いる飛鳥学院が奉仕先に選ばれた。先日、2月16日
に贈呈式が行われ、奈良県児童養護施設協議会を通
じて支援金を贈呈して頂いた。皆様へのご報告が遅
れましたこと、お詫び申し上げます。奈良RCから
の御礼状を皆様にポスティングさせて頂き、贈呈式
の写真及び感謝状のコピーを掲示板へ貼り出して
いるのでご覧頂きたい。 

△今年度地区補助金を活用し、｢新型コロナウイルス対
策支援事業｣として昨年 10 月 21 日に奈良県立医科
大学附属病院へマスク・壁掛けテレビ・掛け時計を
寄贈し、贈呈式を行ったが、その際の様子が奈良県
立医科大学の学報に掲載されたこと、また贈呈式の
際には設置が間に合っていなかった掛け時計も無
事に設置されたことをご報告申し上げる。掲載され
た学報などの資料を掲示板へ貼り出しているので
ご覧頂きたい。 

△昨年 10 月 9 日に開催された IM の報告書を本日ポ
スティングしている。今年度が開始した昨年 7 月 1

日時点で在籍の方にのみポスティングしているの
でご了承頂きたい。 

△大和郡山 RC より「聖徳太子没後 1400 年遠忌講演
会」の DVD が届いている。事務局で保管している
ので、興味のある方はご覧頂きたい。 

△地区より「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」の案
内 ※詳細は掲示板にて。 

△次週 3 月 25 日（金）は年間予定による休会。次週
の例会は4月3日（日）地区大会となる。なお、地
区大会が例会扱いとなるため、4 月 1 日（金）は、
例会はなしとなるのでお間違えのないようよろし
くお願いしたい。 

△例会変更ほか（詳細は掲示板にて。） 

・やまと西和RC 

①4月12日（火）ZOOMとリアル例会（13:00～や
わらぎ会館３F研修室）のハイブリッド方式 

②4月19日（火）信貴山料亭旅館みよしに場所変更 

③4月26日（火）・5月3日（火）休会 

・奈良東RC 

①4月13日（水）・5月18日（水）・6月 8日（水） 

WEB例会 於：JWマリオットホテル奈良   

②4月20日（水）・5月4日（水）・6月15日（水）・
29日（水）休会 

③4月27日（水）・5月25日（水）・6月22日（水） 

移動 於：JWマリオットホテル奈良 

※いずれもビジター受付なし。 

・奈良RC 

4月14日（木）休会 ※ビジター受付なし。 

2 



・奈良西RC 

4月21日(木)早朝例会の為場所変更→於：霊山寺 

※ビジター受付なし。 

・やまとまほろばRC 

4月28日（木）・5月5日（木）休会 

※ビジター受付なし。 

 

 

 

○出席・ニコニコ箱・ソング委員会：尾上隆志委員長 

・地区大会について 

  開催内容が若干変更になったと地区から案内があ
った。ご参加される方に本日ご案内をポスティング
しているのでご確認頂きたい。 

 

○副幹事：尾上隆志会員 

・次年度地区研修・協議会及び懇親会について 

  該当される次年度理事・役員・委員長・地区出向
の皆様にご案内をポスティングしているのでご確
認頂きたい。 

 

○職業奉仕委員会：堀部光志委員長 

・無料貸し出し傘設置について 

  昨年末から理事会等でご審議頂き、近鉄側とも覚
書を交わし、実物も完成したのでご報告させて頂く。
橿原神宮前駅の中央口、大和八木駅改札口の北側に
設置させて頂く。3 月 26 日には設置を完了する予
定。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○親睦活動委員会：安永吉伸委員長 

・一泊例会について 

 日程：5月28日（土）～29日（日） 

 場所：東北方面 

  本日、ご案内をポスティングしている。当初、4月
に開催を予定していたが、コロナ禍による休会等の
影響もあり、上記日程に変更させて頂いた。ご参加
される方は 3 月末までに申し込みをお願いしたい。
4 月からは登録料が上がってしまうのでお早めにお
申し込み頂きたい。 

○甘橿会：米田常彦会員 

・第320回甘橿会ゴルフコンペのご案内 

日時：3月25日（金） 

場所：小野ゴルフ倶楽部 

  当日は橿原からバスも手配させて頂く。懇親会は
山水荘で真鴨の鍋をお召し上がり頂くので楽しみ
にして頂きたい。 

・第321回甘橿会ゴルフコンペのご案内 

日時：4月14日（木） 

場所：グランデージゴルフ倶楽部 

 近々ご案内をお送りさせて頂く。多数ご参加頂く
ようよろしくお願いしたい。 

 

○野球同好会：吉田浩巳会員 

・全国RC野球大会について 

  コロナ禍の影響で中止が続いていたが、3 年ぶり
に開催の案内が届いた。日程は 5 月、6 月、9 月の
いずれかで、今年は前夜祭は開催されないそうだ。
取り急ぎ現状をご報告させて頂く。 

甲子園球場で野球ができる機会はめったにない
と思うので、是非、新入会員の方にも野球同好会に
入って頂き、共に甲子園で白球を追いかけたいと思
っている。よろしくお願いしたい。 

 

 

 

担当：井上輝好会員 

 

「シャープ株式会社 創業者 

早川徳次と五つの蓄積」 
 

 先ず、3月18日当日配布の資料には誤字、脱字等が
有った事をお詫び申し上げます。卓話での持ち時間の
短縮及び紙面の関係上、内容に若干追加・削除した点
がありますのでご了承ください。 

 尚、文中の人名には失礼ながら敬称を略させて頂い
ています。 

早川徳次（1893年・明治26年11月3日～1980年・
昭和55年6月24日・享年86歳没） 

シャープ株式会社の創業 者早川徳次は東京市日
本橋区久松町 42 番地（現・東京都中央区日本橋久松
町）にて父 早川政吉、母 花子（旧姓：藤谷）の 3

男として生まれました。 

・出野家へ養子に 

早川家はミシン縫製業で繁盛していたが母 花子
は無理がたたり病弱となった為に早川家の出入り人 
出野熊八家へ明治 28年 10月僅か満 1歳と 11か月の
時に養嫡子に出された。 

・養家（出野） 

 出野家では当初は可愛がられていたが、養子となっ
た 2 年後の明治 30 年秋に養母が急病で亡くなり若い
19歳の後添いが来た。 

 この継母（後妻）は徳次を酷く折檻をした。8 歳に
なり明治 33 年 4 月市立筒井尋常小学校へ入学したが
出野家は極貧であったので、家の内職のマッチの箱貼
りを薄暗いランプの下で夜中 12 時までやらされ学校
は2年で止めさせられた。 

卓 話 

委 員 会 報 告 
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←傘立て 

 

 

 

 

 

↓無料 

貸し出し傘 



・餝屋への丁稚奉公 

 小学校をやめた明治 34 年 9 月に、虐待を受けてい
る徳次をかねがね憐れんでくれていた女行者で盲目の
井上さんと言うおばあさんが本所の錺（かざり）屋、
坂田芳松の店へ小僧（丁稚）として奉公するよう手を
引いて連れていってくれた。 

 坂田の店で 9歳の明治 34 年 9月 15 日から明治 42

年 4 月 15 日 17 歳まで 7 年 7 か月の年季奉公をし、
更に礼奉公１年、職人として２年半、前後凡そ 10 年
余り坂田家で奉公をした。 

 ご本人は『この 10 年余りは金属加工の技術の他、
人生の基本修業の場となった。』と述懐されています。 
・漢字を１晩で１字覚える 

 深川の八幡さんの夜店で小さな灯篭を売る傍ら漢字
を１晩に１字ずつ覚えた。『夜店に出た事で売る為の情
熱と売れる条件さえ備えれば物は売れること、又客の
心理をつかむ商売の微妙なコツを覚えた事が後々セー
ルスマンとしての私にどれだけ役立ったかわからな
い。』とご本人が述懐されていました。 

・工夫・もの作りが好き 

 徳次は考えて工夫してものを作る事が好きであった。
アイデアを出して作れる可能性のあるもの、売れるも
のは即実行に移した。 

・水道自在器・バックル「徳尾錠」の考案 

蛇口が左右自在に動く水道の蛇口「巻島式水道自在
器」を考案製作。大正元年 19 歳の時に穴がなくても
好きなところで締めることの出来るバックルを徳次の
徳を冠して『徳尾錠』と名付けて特許を取得。（特許取
得第１号） 

・独立開業 

 このバックルの大量受注を機に大正元年 9 月 15 日
独立開業。 

・1915年（大正4年）早川姓に復籍  

・1915年（大正4年）『早川式繰出鉛筆』（後のシャー
プペンシル）の特許取得 

◇当時流行の万年筆並みに使いやすく軸は金属（ニッ
ケル）製で美しいもの。即ち鉛筆の様に木を削らな
くて書きやすくするため、内部の構造を螺旋にし軸
を回転させると細い芯（太さ1ミリ強）が出入りす
る様にし「金属繰出鉛筆」（早川式繰出鉛筆）として
特許を取得した。 

・1915年（徳次23歳） 

◇発売当初は和服には合わないとか軸が金属のため冬
には冷たい等苦情が続出して売れなかったが、発売
約3か月後に横浜の貿易商から大量の注文が入った。
輸出用には「プロぺリング・ペンシル」又「スクリ
ュー・ペンシル」と命名した。 

◇売れないと言っていた国内の問屋筋からは「好評で
海外に行くのなら国内でも売れる筈」と、評判が出
てきて、どっと取引を頼み込んできた。 

◇シャープペンシル名称の由来 

金属製のパイプの先端を1ミリ強の太さにし、鉛筆
界では未だかつてなかった超極細の芯を入れ軽快
無比な最新の繰出鉛筆を作った。これを機に最初の
「プロぺリング・ペンシル」又は「スクリュー・ペ
ンシル」を『エバア・レディ・シャープ・ペンシル』
（常備芯尖鉛筆）”Ever‐Ready‐Sharp Pencil”と
改名し、その後エバア・レディを略して単に「シャ

ープ・ペンシル」とした。これが、現在の「シャー
プ」ブランドと「シャープ株式会社」名の由来であ
る。シャープペンシルの特許数は米国はじめ海外を
含め内外で48種となった。 

・1923年（大正12年）9月1日午前11時58分 

 関東大震災発生 

全工場を焼失。子供2人は死亡、妻 文子も重傷を
負い10月26日30歳で亡くなった。 

◇早川兄弟商会を解散し12月に大阪へ。 

・同年（大正 12年）11月、先に早川兄弟商会と日本
文具製造株式会社との間にシャープペンシル販売
代理店保証金１万円及び商会の事業拡張資金とし
て融通を受けていた１万円 計２万円の返済の為
シャープペンシルの事業を全て（所有する全ての機
械 2 万 5 千円相当を無償譲渡、48 種類の特許無償
使用）を日本文具製造へ譲渡し、徳次は技術指導責
任者として 6 カ月間雇われ同年（大正 12 年）負債
を全て返済をした。 

・1924年（大正13年）12月 早川金属工業研究所を
設立 大阪府東成郡田辺町大字猿山（現在の阿倍野
区長池町→2016年6月30日迄シャープ株式会社の
本社）） 

・1925年（大正14年）4月 国産第1号鉱石ラジオ
開発に成功、1925 年 6 月に始まった仮放送は 4 月
に開発した国産第1号鉱石ラジオで明瞭な音声が聞
こえた。 

・1935 年（昭和 10 年）5 月１日 資本金 30 万円で
法人化「株式会社早川金属工業研究所」を創立 

 早川徳次が取締役社長に就任。従業員564名、同月
中に20万円増資をして資本金50万円となった。 

・1936年（昭和11年）6月「早川金属工業株式会社」
に改称。 

・1938年（昭和 13年）9月生産効率化と大幅なコス
トダウンを図る為間歇式コンベアシステムを開発 

・1942年（昭和17年）5月 社名を「早川電機工業
株式会社」に変更。 

・1949年（昭和24年）大阪証券取引所に株式を上場 

・第2次世界大戦後の不況等 

1949年（昭和24年）米政府顧問ドッジ氏来日、昭
和25年大不況 

1950年（昭和25年）事業生活上関東大震災に次い
で最悪の年次、金融困難倒産の危機などの幾多の困
難を乗り越えた。 

・1950年（昭和25年）「五つの蓄積」を制定  

・多くの国産初の商品を開発 

早川徳次は常に知恵を絞り創意工夫を重ね「人に真
似されるものを作れ」という信念のもとに時代を先
取りすることを心がけ国産初の商品を多く世に出
してきた。例えば、国産第1号の鉱石ラジオ、国産
第1号のテレビ発売、ターンテーブル式家庭用電子
レンジ、世界初オールトランジスタ電卓”コンペッ
ト”など。 

・世の中、多くの世話になった方々への恩返し事業 

例えば、 

・失明者工場を法人化「合資会社特選金属工場」設
立・・・盲目の方への恩返し。 

『幼い時、丁稚奉公に連れて行ってくれた時の盲
目のおばあさんの温かい手のぬくもりと恩は忘れ
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られない』と後日、徳次本人が語っています。 

・早川社長私財寄付で「大阪市立早川福祉会館」建
設・・・障害者への恩返し。 

・1970年（昭和45年）1月1日 社名を早川電機工
業株式会社から「シャープ株式会社」に変更。 

・1970 年（昭和 45 年）9 月 15 日 早川徳次社長は
会長に退き後任に佐伯旭専務（当時）が就任。 

・1980 年（昭和 55 年）6 月 24 日 早川徳次逝去、
享年86歳。 

早川徳次の思想、語録・趣味など 

○事業の社会への奉仕、○御世話になった方々への恩
返し、○視覚障害者への支援、○奈良県壷阪寺の常盤
勝憲住職が、早川会長の霊前に捧げた言葉『人間は今
日生きる事において過ぎし日に自分が感じ得た喜びを
忘れてしまうものであるが、早川会長は一生を通じて
自分が受けた喜びを一刻たりとも忘れなかった人であ
る』○共働きや身体障碍者家庭の子供の育徳園設立   
○「喜分」（喜びを分け与える）手書きのポチ袋○「何
糞」の精神○「事業経営は不況の時に伸ばせ」○「他
人にまねされるものを作れ」○「好況下にこそ不景気
に備えよ」〇「営業は靴を減らせ」○「努めて習得し
た蓄積を生かす、継続して積み重ねていく精神が大事。」
○趣味は小唄、謡曲、将棋（五段）、お茶、書など。 

 

五つの蓄積 社是として１950年（昭和25年）制定 

自分の体験を基礎として継続して積み重ねていく
精神を蓄積という言葉で「五つの蓄積」を制定 

１、信用の蓄積    

社員間、銀行、取引先とのよき人のつながり。人を
信じる。任せる。例えば、商品の納期、支払いなど
約束を必ず守る。よき人のつながりは信用・良きチ
ャンスが来る。 

１、資本の蓄積 

事業経営は資本と人間。いざという時の資金を貯め
ておく。月給が安いから貯まらない、ではよくない。
人生は蓄積、経営も蓄積、人を救うつながり。 

１、奉仕の蓄積 

世の中から受けた借りを返すのが奉仕。盲目の井上
さんへの恩返し…障害者の為の早川特選金属工業、
早川福祉会館、育徳園などの設立。 

 経験の奉仕 ①利潤を分ける②経験を教える③労力
の奉仕、自分が率先④愛情の奉仕⑤物質の奉仕 

１、人材の蓄積 

他人をとがめない、例えば「壊した」ではなく「壊
れた」、「破った」ではなく「破れた」という表現。
人が仕事をしてくれる、人を互いに信じあう、疑っ
てはいけない。よほどのことがない限り社員を辞め
させない。人を育てる、「課長は課長を作れ、部長は
部長を作れ、重役は重役を作れ」 

１、取引先の蓄積 

買ってくれる人と売ってくれる人とは5分5分。安
く仕入れるには相手が安くできる研究をする。下請
けを大切に。ふるい得意先は大事。よい商品を作る、
他人に真似される商品を作れ。値段が安いだけでは
続かない。 

 

◇早川徳次はロータリアン（南大阪ロータリークラブ） 
早川徳次は五つの蓄積と4つのテストについて次の

ように語っている。”「五つの蓄積」はロータリー精神
「４つのテスト」に通じるものであって、理念はどこ
までもより高い社会への奉仕と感謝の実行を貫くもの
である。” 

信用の蓄積…公平と真実、まことであることが絶対条件。 
資本の蓄積…冗費を省き、健全経営によって他人に迷
惑をかけない。 

奉仕の蓄積…世の中への感謝である。  

人材の蓄積…人材、すなわち有用な人材の集まらぬ事
業は発展しない。彼らの為に行為と愛情を深め奉仕
する気持ちを忘れてはならない。 

取引先の蓄積…推して知るべし 

 

〔参考資料〕早川徳次著「私と事 業」、「続私と事業」、 
平山秀雄著「シャープ わが回想録」他、小生（井上）
が会社在職中に早川徳次社長（後に会長）から直接拝
聴した事を含めて卓話をさせて頂きました。 

 

〈参考〉現在のシャープの経営理念、経営信条 

1973年（昭和48年）制定 

【経営理念】 

いたずらに規模のみを追わず、誠意と独自の技術をも
って広く世界の文化と福祉の向上に貢献する。 

会社に働く人々の能力開発と生活福祉の向上に努め、 
会社の発展と一人一人の幸せとの一致をはかる。 

株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を
期す。 

【経営信条】 

二意専心 誠意と創意 

この二意に溢れる仕事こそ、人々に心からの満足と喜
びをもたらし真に社会への貢献となる。 

誠意は人の道なり、すべての仕事にまごころを和は力
なり、共に信じて結束を礼儀は美なり、互いに感謝と
尊敬を創意は進歩なり、常に工夫と改善を勇気は生き
甲斐の源なり、進んで取り組め困難に 
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｢無料貸し出し傘設置事業｣ 
 

3月26日（土）近鉄橿原神宮前駅及び大和八木駅に、

無料貸し出し傘を設置しました。 

【橿原神宮前駅】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
４月１５日（金）≪第３例会≫ 

新入会員自己紹介 

（中垣内多美会員・原田杏子会員・森 範子会員） 

担当：会員増強委員会 

 

４月２２日（金）≪第４例会≫ 

担当：プログラム委員会 

 

４月２９日（金・祝）・５月６日（金） 

休会 

 

５月１３日（金）≪第１例会≫ 

担当：永田晶三会員 

 

【同好会】 
書道同好会 

４月８日（金）・１５日（金） 

午後２時～ 於：４階 楓の間 

 

【RAC例会】 
〔橿原オークホテルにて、午後7時30分～9時〕 

４月１３日（水）≪第１例会≫ 

マナーアップ例会 

 

４月２７日（水）≪第２例会≫ 

専門能力開発② 

 

 

※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 
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3月 28日（月） 

奈良新聞に 
掲載されました。 

【大和八木駅】 


