
会 長 挨 拶

皆さん、こんばんは。
本日無事に最終例会を迎えることができました。後ほど、退任のご
挨拶をさせていただきます。どうかよろしくお願いします。

委 員 会 報 告

幹事報告 高野幹事
ガバナー事務所より、「国際ロータリ第 2650 地区2018-19年度ガバ
ナーについて、 2016年6月27日に地区ガバナー指名委員会を開催し、
あすかロータリクラブ会員のロータリクラブ会員の中川基成君を推
薦することに決定致した」との連絡がありました。
「地区公示」を受付に掲示しております。ご確認くださいますよう
お願いいたします。

次年度幹事報告 宮西次年度幹事
前々回の例会でもご案内させていただきましたが、時間を間違えて
おりましたので、再度時間を訂正しまして状差しの方に７月例会の
ご案内を入れさせていただきました。文面も少し変えております。
例会終了後のクラブ協議会なんですが、次年度はガバナー公式訪問
の後のクラブ協議会をおこないませんので、7月12日の倉本ガバナー
補佐を迎えてのクラブ協議会1回だけとなります。是非皆さまのご参
加をお願い致します。

国際奉仕委員会 楠下委員長
今から今年度の奉仕プロジェクト常任委員会によるタイのアカ族の
子供たちに対する支援について増井委員長の方から報告があるんで
すけれども、その前に私の方から提案させていただきたいと思いま
す。実は今年度、当クラブからは海外に対する社会奉仕に初めて取
り組みました。地区でもそうなのですが海外に対する奉仕という場
合は、すべて自前で、ということになっております。今回も当クラ
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2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

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

例会状況報告

第45回 6月28日
通算1790回

◎会員総数 ７２名
◎出席義務者 ４５名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２７名
◎本日出席 ５３名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８８．３３％

第43回 6月14日
通算1788回の修正

◎欠席者 ４名
◎免除者の欠席者 ９名
◎欠席者の補填者 ６名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 ９５．３１％

例会プログラム

第1回7月5日

通算1791回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．友愛例会

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



ブの理事会で議論いたしましたけれども、活動に対する旅費については自前でクラブからは出
ないということに結論づいたわけです。今回、第一回目にタイへ増井さんと堀内さん、そして
第二回目は増井さん、河野さん、平方さんに行っていただいたわけです。それに要する費用は
すべて自前ということになっております。そこで今から支援金の箱を回させていただきますの
で、ご協力いただける方はお気持ちの程を支援していただけたら、と思います。よろしくお願
いします。

奉仕プロジェクト常任委員会 増井委員長
【バーン・センスック寮支援の報告】
この26日にタイ、チェンライの方に行ってまいりました。グローバル補助金に挑戦して、途中
辞退ということになったわけですけれども、調査の段階で私と堀内社会奉仕委員長との二人で
行かせていただいた時の子供たちとの約束がありましたので、少しでも、ということで今回、
水と識字率向上、彼らの生活の安定ということから2つの支援をさせていただくことになりま
した。その報告をさせていただきます。

2015-16 奈良大宮ロータリークラブ 奉仕プロジェクト事業
水支援
貯水タンク・浄水器
就学環境改善支援
自給自足の為の農機具

センスック寮40人に成りました。
せめて中学校まで出て普通のタイ人の生活が出来るようになって欲しいです。
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会 長 退 任 挨 拶

皆さん、こんばんは。
まずは、五体満足に今日、この日を迎えることができましたこ
と、ホッと胸をなで下ろしております。
年を取ると、思うに任せないことが多くなってきます。こんな
はずはない、もっとできるはずだ、でもできない・・・。幹事
に対し「受けるんやなかった・・・」と何回かこぼしたことも
あります。
でも、皆様の友情のおかげで、何とかここまで来ることができ
ました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。有難うご
ざいました。
私は本年度、「和と飛躍」という会長方針を掲げました。振り
返りますと、そこそこできた部分もあり、駄目だった部分もあ
るという感じです。
もめ事もなく、和気藹々とやることができました。花火も花見
もとてもよい思い出です。しかし、チャーターメンバーを含め、
5名の退会者を出してしまったことが心残りであります。
また、今年度は当初からいろいろな困難が立ちはだかりました。最初の例会にガバナーがお越
しになったこと、事務局の移転。そのあたりを何とか無事にこなしたと思っていたら、グロー
バル補助金事業での挫折。そして、熊本地震での奉仕。
十分ではなかったかもしれませんが、いろいろなことに道筋をつけ、将来のためのノウハウを
身につけることができたと思っております。後のことはこれからを担う皆様に委ねたいと思っ
ております。
繰り返しになりますが、行き届かない点も多々あったにもかかわらず、ここまで無事にやって
こられましたのは、皆様がロータリーの友情をもって温かく見守ってくださったからだと思っ
ております。本当に有難うございました。
最後になりますが、特に理事、役員、各委員長、そして幹事と、事務局の古川さんにはひとか
たならぬお世話になったと思っております。誠に有難うございました。

武藤次年度副会長より中村会長にPAST会長バッジの贈呈
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幹 事 退 任 挨 拶

皆さん、こんばんは。
まずは、今日この日を迎えることができましたこと、会員の皆
様には厚く御礼申し上げます。有難うございました。
思い返せば、今年度は特に立ち上がりの時期が大変でした。6月
までは地区大会やロータリーデーのため、クラブのエネルギー
がそちらの方に注がれておりました。そしてそれが終わった後
は、しばらくは虚脱状態のようになっていたと思います。その
ような中で、年度当初に中澤ガバナーがお越しになり、9月には
事務局を移転、それに伴う経費削減のために、ソングと演奏を
お断りするなど、慌ただしく、不慣れな状況が続きました。
そのような大変な状況にも関わらず、理事、役員、委員長の皆
様には、その役目をお請けいただいたこと、そして1年間支えて
いただいたことに厚く感謝申し上げます。また、事務局の古川
さんには、ガバナーをお迎えするにあたり、その準備や概況報
告の作成、引っ越しの手続や作業など、いろいろとご苦労をお
掛けしました。その後もいろいろと抜けている私をフォローし
ていただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
今、年度を終わるにあたり、1年間、どうだったのかなあと考えております。私の中学高校は4
5点未満が赤点だったのですが、40点から50点くらいだったのかなあと感じております。
今年度、中村会長は「和と飛躍」というテーマを掲げられました。そのような中で、ガバナー
年度を終えて、更に高みを目指すべく、グローバル補助金事業にチャレンジしました。そして、
グローバル補助金の要件にあわないということで却下されました。その原因は、我々の無知、
経験不足によるものであります。ただ、私としては高みを目指してチャレンジをしたこと、そ
して登頂はできませんでしたが、その過程を通じて、いろいろなことを経験し、多くの人と知
り合い、たくさんのことを学ぶことができたと思っております。今回の失敗は、必ずや次のチャ
レンジに大いに役立ち、次の成功への礎を築いたと思っております。また、インターアクト事
業やローターアクト事業、もしくはあすかロータリークラブが取り組んでいる「チームあすか」
のような青少年事業にも取り組むべきだったと思います。しかし前に進めることができません
でした。そして今思うのは、そういった事業や、会員増強問題を含め、当クラブとしての一貫
したビジョンや戦略を立て、それを推進させる何かのしくみが必要なのではないかということ
です。「和」の方は、これまでも当クラブはとてもよい状態でありましたが、そのよき伝統を
受け継ぎ、そして次につなげることができたと思っております。特に圧巻は花火大会です。会
長にご祈祷をお願いして、「今年度の会長は天神さんやから、天気は思うがままや」と嘯いて
おったのですが、あそこまで完璧な天気になるとは思っておりませんでした。花見の時も、会
長にはご祈祷をお願いしておいたのですが、当日のことだけで、その前のことまでお願いする
のを忘れておりました。私の責任であります。会長には、本当に良くしていただき、また、仲
睦まじかったと思います。会長幹事会が4回、県下他クラブの周年が5回もありました。他所の
クラブは会長、幹事が別々でいらっしゃるところも多かったのですが、うちはいつもペッチョ
リとくっついているという感じでした。途中から開き直りましたが、大体、私が下手を打った
ときは、実を言うとその前に会長が下手を打っておられました。一心同体みたいな感じでした。
いろいろなことを信頼してお任せいただいて、でも、悩んでも仕方ないようなことに悩んでい
ると、「そんなもの悩んでも仕方ないやないか、やったらええがな。責任は儂が取ったる」と
仰ってくださいました。本当に感謝しております。
幹事をやっていて、途中まで辛いとか嫌だと思ったことはありませんでした。しかし4月になっ
て、退会したいという話が私の方に来るようになりました。それが本当に辛かったです。何と
か食い止めようと頑張りましたが、5人の退会者を出してしまいました。それが心残りですし、
将来に対する危機感を持っております。
自分は性格上、しゃしゃり出ることはできません。でも、今回の幹事の話でも、次年度地区広
報委員長の話でも、要請があって、自分が頑張ることが、好意と友情を深め、みんなのために
なり、かつ自分に遂行する能力があるのであればやるつもりでおります。将来の会長候補の皆
様、幹事候補が見当たらないとき、とりあえず安牌が1人いると思って、ご安心ください。そ
して次は60点くらいは取ってみせます。今回の幹事のこと、地区の会員増強担当幹事、地区広
報委員会への出向、ＲＬＩでの勉強。自分は本当に不勉強で何も知りませんでした。でも、送
り出していただいたことにより、とてもよい経験を積むことができ、勉強になりました。
最後になりますが、そのように送り出してくださり、支えてくださった皆様に心より感謝申し
上げます。1年間、有難うございました。
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髙野幹事より宮西次年度幹事へ、幹事バッジ・鞄の引き継ぎ

宮西次年度幹事より髙野幹事にPAST幹事バッジの贈呈

退 会 挨 拶

萩原徹会員
こんばんは。萩原でございます。このたび、奈良大宮ロータリークラブを退会するということ
になりました。私につきましては昨年の10月からということで、一年足らずでほんとうに何も
出来ないまま皆さま方にはご迷惑をかけることばかりでございました。心苦しいことが多々あ
りますが、今回の退会にあたりましても中村会長様、高野幹事様をはじめ、暖かい言葉をかけ
ていただきましたこと、終生忘れない所存でございます。ロータリークラブの奉仕の精神、こ
れを学ばせていただいて、これからと思っておりましたが、言い訳にありますが仕事との兼ね
合いで出席も儘ならなかったことが心残りでございます。奈良県におりますので、またどこか
でお会いすることがあろうかと思います。その時にはお声をかけていただいたらと、勝手な思
いでございますがお願いしたいと存じます。最後になりますが、奈良大宮ロータリークラブの
皆さま方と、この会が益々発展することを祈念しまして簡単ではございますが、御礼のご挨拶
とさせていただきます。ほんとうにありがとうございました。
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退 会 挨 拶

橋本和典会員
皆さん、こんにちは。まことに身勝手なことではございますが、私の一身上の都合によりまし
て、この5月31日に退会させていただきました。今日、退会の挨拶をする機会を与えていただ
きましたことに心より感謝申し上げます。思い起こせば1999年4月27日に48歳で入会させてい
ただきました。以来、今まで私の経験にない凄く濃密なロータリーライフを満喫することがで
きました。65歳になった今におきましても、充実した17年間だったと心から満足感で一杯でご
ざいます。これまでのご厚情に御礼申し上げますとともに、奈良大宮ロータリークラブの益々
のご発展をお祈りいたしております。ほんとうにありがとうございました。さようなら。

退 会 挨 拶

小川祥夫会員
奈良大宮ロータリークラブ
髙野幹事 様
会員の皆様
みなさん、こんばんは。
本日、直接、皆さんにご挨拶する予定でしたが、急用があり、ご挨拶できません。高野幹事の
ご配慮により、メッセージとし代読していただきます。2005年の7月から、みなさんのお仲間
にいれていただいて、公私共に大変よくしていただき感謝しております。ありがとうございま
した。今後も、貴クラブで学んだ奉仕は大切にしていきたいと思います。奈良大宮ロータリー
クラブの益々のご発展を願っております。はなはだ、簡単では、ございますが、退会の挨拶と
させて頂きます。例会の貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
平成28年6月28日
小川祥夫
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次回の例会 ２０１６年７月１２日（火） 委員会活動方針発表

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

ニコニコ箱 本日計 107,000円 累計 2,914,000円

中村信清 君 最終例会ご苦労様でした。
髙野 治 君 この１年間、いろいろとご支援をいただきました。誠に有難うございました。
麹谷 瀞 君 中村会長、1年間ご指導いただきありがとうございました。髙野幹事、1年間

のご苦労に感謝いたします。ますますご精進下さい。
宮西正伸 君 本年度理事、役員の皆様大変お疲れ様でした。
佐川 肇 君 中村会長、髙野幹事 1年間ご苦労様でした。無事に終ってホッとしてます。
高木伸夫 君 会長、幹事、役員の皆様、ご苦労様でした。ご慰労申し上げます。
藤井正勝 君 会長、幹事並びに委員会の皆様、1年間ご苦労様でした。ありがとうございま

した。
武藤廣茂 君 中村会長、髙野幹事、役員の皆様、おつかれ様でした。
北神徳明 君 中村会長、髙野幹事、1年間ごくろうさんでした。
森下泰行 君 会長はじめ役員の皆様一年間お世話になりありがとうございました。
多田 実 君 中村丸の帰港おめでとうございます。髙野幹事１年間ご苦労様でした。
中奥雅巳 君 １年間おつかれさまでした。
門脇伸幸 君 日曜日年度末家族例会にご出席頂き誠に有難うございました。無事、１年を

終える事が出来ました。
西口栄一 君 一年間ありがとうございました。
藤川保雄 君 本年度は皆様にお世話になりました。次年度もよろしくお願いします。
水野憲治 君 1年間お世話になりました。ありがとうございました。
武中洋勝 君 今年度1年間ありがとうございました。来年度もよろしくお願い致します。
萩原 徹 君 短い間でしたが、本当に御世話になりありがとうございました。
中井一男 君 ニコニコ協力
井上正行 君 ニコニコ協力
石野捨雄 君 ニコニコに協力させて頂きます。
植倉一正 君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力
堀内眞治 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 本年度、皆様には、ニコニコのご協力に多大なるご支援頂きまして誠にあり

がとうございました！


