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2016-17年度当クラブテーマ

『視野を拡げ、地域に奉仕』

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

会長挨拶

例会プログラム

◇潮田会長

今日で、私の年度と言いますか、2016-17年度の最後の例会となり
ました。今日は友愛例会でございますので、皆様じゅうぶん楽しんで
いただきます様、また新入会員の歓迎も兼ねまして、よろしくお願い
申し上げます。

第1回7月4日
通算1837回
１．開会点鐘
２．ソング
３．お客様紹介
４．ビジター紹介
５．会長報告
６．委員会報告
７．委嘱状の交付
８．会長挨拶、幹事挨拶
ならびに幹事報告
９．友愛例会
１０．閉会点鐘

例会状況報告
第46回 6月27日
通算1836回
◎会員総数
６８名
◎出席義務者
４３名
◎出席規定免除者(a)
０名
◎出席規定免除者(b)
２５名
◎本日出席
５３名
◎本日欠席
６名
◎本日出席率８９．８３％
第44回 6月18日
通算1834回の修正
◎欠席者
９名
◎免除者の欠席者 １２名
◎欠席者の補填者
３名
◎免除者の補填者
１名
◎出席率
８９．２９％

次回の例会
2017年7月11日（火）

委員会報告
◇出 席 委 員 会＞森山委員長
◇ニコニコ委員会＞辻本委員長

全委員会前期活動方針発表
【ガバナー補佐訪問】

出席報告
ニコニコ報告

例会後、クラブ協議会①
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会長退任挨拶
最初就任の、年度初めの挨拶ができませんでしたの
で、ちょっと長くなりますが、ご容赦ください。
2016-2017年度奈良大宮ロータリークラブ会長を退任す
るにあたり、一言ご挨拶申し上げます。
今年度は、私の突然の病気の為、年度開始より約1ヶ月
会長職の任務を務められなくなり、武藤副会長はじめ
会員の皆様にはご心配と多大な迷惑をかけることになっ
てしまい、誠に申し訳ありませんでした。各奉仕事業
の概略は理事会等で承認を得ていたのですが、実施の
為の細かい打ち合わせがじゅうぶんにできず、そのた
め、会員の皆様に戸惑いが生じたこともあったかも知
れません。療養中に細かいことを考えようと思ってい
たのですが、病気が病気だけに、実は本当のことを言
いますと、「明日起きた時死んでないかな」とそういう心配ばかりしておりましたので、あま
りゆっくり考えることができませんでした。そのため皆様方に細かいことで迷惑をお掛けした
かも知れません。
私自身の今年度のテーマとして、「視野を広げて地域に奉仕」とさせて頂きましたが、特に
障害者と青少年に対する奉仕事業に力を入れたいと年度開始前には構想を練っておりました。
細かい点は打ち合わせ不足で各委員長の要請にじゅうぶん応えることができたか、あるいはリー
ダーシップを発揮できたかは、いろいろ反省すべき点はありますが、会員の皆様のおかげで素
晴らしい事業として実施することができ、地区より補助金もいただきましたし、賞も頂くこと
ができました。ありがとうございました。
また、今年度はＲＩの規定審議会の決定に基づく、定款細則その他諸規則の改正の年であり、
麹谷委員長を中心とした委員会の皆様に、多くの時間を割いて熱心に議論して頂きました。理
事会の承認の後、5月末の臨時総会で承認いただきました。このことも、本年度社会奉仕三大事
業とともに誇るべき成果であると考えております。
ロータリーは変わりつつあります。新しい考え方や、若い会員も増えつつあります。私はこの
変革の時に会長職を務めさせて頂き、もう一度自分自身のロータリーライフや人生を考える良
い機会になったと考えております。
奈良大宮ロータリークラブの良き伝統を生かし、また新しい方針を取り入れ、次世代のロー
タリークラブに繋がる一年間になったかなと思っております。終りに、会員の皆様にもう一度
お礼申し上げ、次年度藤井会長年度が更に素晴らしい活動をされることを祈りまして、私の退
任の挨拶とさせて頂きます。
どうもありがとうございました。
（潮田会長→藤井次年度会長へ、会長バッジ引き継ぎ）
（藤井次年度会長より潮田会長にPAST会長バッジの贈呈）
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幹事退任挨拶
一年前、私はこの場で、初心に戻って、一生懸命頑張
りますと申し上げました。それなりに一生懸命させてい
ただいたつもりですが、今振り返りますと、もっと頑張
ればよかった、またあの時こうすればよかった、根本的
に自分の考え方が間違っていた、など反省点も多く思い
浮かびます。しかしながら船に例えますと、潮田船長の
もと、こうして奈良大宮ロータリー丸が無事に帰港でき
ましたのも、ひとえに会員の皆様のご寛容の精神、会員
皆様の懐の深さのお陰様と感じております。至らない幹
事でありましたこと、お詫び申し上げますとともに、皆
様方に大変ご協力、応援いただきましたこと、心より御
礼申し上げます。一年間本当に有り難うございました。

（宮西幹事→堀内次年度幹事へ、幹事バッジ・
鞄の引き継ぎ）
（堀内次年度幹事より宮西幹事にPAST幹事バッジの贈呈）

ＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導者養成プログラム）出席報告
RYLA受講者：山口奈緒美 さん（あやの台保育園勤務）
こんにちは。今回研修に参加させて頂き、ありがとう
ございました。研修では、はじめは初対面の方ばかりで
とても緊張しましたが、三日間、いままでお話しする機
会のない職種のたくさんの方々とグループディスカッショ
ンや様々な話をする中で、自分とは違う視点であったり
観点の意見もたくさん聞かせて頂き、そのような考え方
もあるのだと、勉強になりました。
また、今回のテーマである「日本人のこころと精神」
ということで、いままで何気なく使っていた「こんにち
は」や「さようなら」の意味、国旗や国歌の意味を考え
る機会もあり、私自身意味をしっかり理解せずに、仕事
ではこどもたちに「挨拶は大切だよ」と伝えていること
を反省し、ことばの意味を知り、改めて挨拶の大切さに気付くことができました。そして、講
義で「感謝」ということばについて深く教えて頂きました。どんなことにも「ありがとう」の
気持ちでいよう。嫌なことや、人にやってもらわなかったことを恨むのではなく、些細なこと
でもやってもらったことを思い出し、それを心から伝えることが、本当に心からの感謝のこと
ばになると教えて頂き、いままでよりも「ありがとう」ということばに深さを感じ、改めて大
切にしていこうと思いました。
今回このような機会を頂き、初対面の方に自分から話しかけることや意見を伝えることが得
意ではない、という私自身の弱い部分も成長することができました。
また、出会ったたくさんの方々と意見を交換し、共有する中で、自分一人では見つけることが
できない答えが見つかったり、自分でよく考えることで、いままで感じなかったことにも視点
を広く持ち、発見することもありました。
今後この経験をしっかりと活かし、様々な面につなげられるようにしたいと思います。今回は
本当に素敵な研修に参加させて頂きありがとうございました。
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新入会員歓迎会・懇親会 ◇乾杯＞武藤副会長

ニコニコ箱

本日計

158,500円

累計

3,000,000円

潮田悦男

君 皆様、2016-17年度、ロータリー活動への協力ありがとうございました。
本日が最終例会です。次年度会長幹事、役員の皆様よろしくお願いします。
宮西正伸 君 会員の皆様、一年間有り難うございました。
麹谷 瀞 君 潮田会長、宮西幹事、バンザイ！
武藤廣茂 君 潮田会長、宮西幹事、おつかれさまでした。本日は私の園の職員が先日RYLAに
参加させて頂いた報告とお礼をさせて頂きます。よろしくお願いします。
北河原公敬君 潮田会長、宮西幹事はじめ役員皆様ご苦労様でした。明日から7月2日まで日米
草の根交流サミットが開催されます。昨年はアメリカのアトランタでした。
今年は奈良県ということで、実行委員長をお受けしております。
松岡嘉平治君 地区の長寿で2番目になりました。
髙野 治 君 潮田会長、宮西幹事、1年間ご苦労様でした。
平野貞治 君 今年度は、潮田会長、宮西幹事、役員の皆様ご苦労様でした。
高木伸夫 君 潮田会長はじめ理事役員の皆様、ご苦労様でございました。すばらしい年度で
ありました。
中村信清 君 本日最終例会現役員の方々ご苦労様でした。次年度もよろしく願い上げます。
藤井正勝 君 潮田会長、宮西幹事はじめ理事役員そして各委員長の皆様、一年間ご苦労様で
した。ありがとうございました。
小西敏文 君 潮田会長、宮西幹事 一年間御苦労様でした。
北神徳明 君 潮田会長、宮西幹事 大変ごくろうさんでした。楽しい一年間でした。
植倉一正 君 理事・役員の皆さん、ご苦労様でした。
多田 実 君 潮田会長、宮西幹事1年間御苦労様でした。
増井義久 君 潮田会長、宮西幹事、1年間ありがとうございました。
中嶌 大 君 潮田年度、皆様お疲れ様でした。
野﨑隆男 君 会長、幹事並びに理事役員の皆様及び会員の皆様、一年間お世話になりました。
無事青少年奉仕委員会も終える事ができました。
堀内眞治 君 潮田会長、宮西幹事、1年間、お疲れ様でした。
冨川 悟 君 潮田会長、宮西幹事、一年間大変ご苦労さまでした。いろいろありましたが、
終りましたね。
鈴木 譲 君 一年間、親睦でお世話になり、ありがとうございました。
清岡義教 君 潮田年度の最終例会、おつかれ様でした。1年間有難うございました。
飯田二昭 君 1年間お世話になり有難うございました。来年度もよろしくお願い致します。
藤川保雄 君 本年度は皆様にお世話になりました。
福本良平 君 一年間お世話になりました。次年度もよろしく。
山本直明 君 本年度大変お世話になりました。
谷川千代則君 １年間いろいろお世話になり大変ありがとうございました。
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。
中奥雅巳 君 一年間お世話になりました。
門脇伸幸 君 1年間有難うございました。
市田富久夫君 一年間ありがとうございました。次年度もよろしくお願いします。
河野里志 君 1年間ありがとうございました。
ニコニコ協力 矢追家麻呂君 倉田智史 君 平方貴之 君 森山斗福 君 辻本和久 君
中條章夫 君 １年間ニコニコご協力ありがとうございました。
辻本和弘 君 一年間ニコニコにご協力いただき有難うございました。
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●会報・IT委員会/植村将史 弓場裕史 平方貴之 webmaster/植村将史

