
国際ロータリー第2650地区
2017-2018年度
ガバナー 田中 誠二(たなか せいじ)

【ご経歴】
●生年月日：1957年6月11日生
●現 住 所：京都府京都市左京区下鴨宮崎町

3番地8
●最終学歴：1981年(昭和56年)コーネル大学

ホテル経営学部 卒業
1984年(昭和59年)コロンビア大学
経営大学院 経営修士課程修了
(M.B.A.取得)

●職 業：学校法人大和学園 理事長・学園長
●職業分類：職業教育

【ロータリー歴】
クラブ関係
1999年9月3日 京都東ロータリークラブ入会
2005～2006年度 S.A.A.
2007～2008年度 幹事
2010～2011年度 理事、職業奉仕委員長、創立55周年実行副委員長
2013～2014年度 理事・会長

地区関係
2002〜2003年度 地区財団奨学金・財団学友委員
2003～2004年度 地区財団奨学金・財団学友副委員長

R.I.2004年国際大会実行委員会 第11翻訳・記録
部会委員

2004～2005年度 地区財団奨学金・財団学友副委員長
2006～2007年度 地区財団奨学金・財団学友委員長
2015～2016年度 地区ガバナーノミニー、地区ガバナー補佐
2016～2017年度 地区ガバナーエレクト

その他
ロータリー財団メジャードナー、ベネファクター、
米山功労者メジャードナー
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2017-18年度当クラブテーマ

・・・『夢を持って』・・・

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3回 7月18日
通算1839回

◎会員総数 ６６名
◎出席義務者 ４２名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２４名
◎本日出席 ５０名
◎本日欠席 ５名
◎本日出席率９０．９１％

第1回 7月4日
通算1837回の修正

◎欠席者 １０名
◎免除者の欠席者 １３名
◎欠席者の補填者 ７名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９４．２３％

次回の例会

2017年8月1日（火）
卓話 奈良県学校給食栄養

研究会 副会長

山中淳代氏

演題「学校給食と食育で

育む 子ども達の食力」

例会プログラム

第4回7月25日
通算1840回

１．開会点鐘

２．ソング

３．お客様紹介

４．ビジター紹介

５．会長挨拶

６．委員会報告

７．幹事報告

８．ガバナーアドレス

９．閉会点鐘

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ

Club Weekly Bulletin

■創 立：昭和54年1月23日
■例 会：毎週火曜日17:30
■事務所：奈良市大宮町6丁目3-7 中室ﾋﾞﾙ3F

電話 0742-33-8583／FAX 0742-33-8600
■例会場：奈良市高畑町1096番地

奈良ホテル本館 電話0742-26-3300(代）
■会 長：藤井正勝 ■副会長：増井義久 幹事：堀内眞治

ようこそ！！ 田中 誠二 ガバナー

奈良大宮ロータリークラブは、公式訪問を
心からご歓迎申し上げます。



【職歴】
学校法人大和学園 理事長・学園長

その他団体役職
京都府私立学校審議会 委員
一般社団法人 全国栄養士養成施設協会 副会長
公益社団法人 全国調理師養成施設協会 副会長、近畿中国四国地区 代表幹事
一般社団法人 京都府専修学校各種学校協会 副会長
公益財団法人 京都文化コンベンションビューロー 理事
京都商工会議所 常議員、観光･運輸部会 部会長
社団法人 京都青年会議所 第46代理事長

その他
2000年12月 京都府知事表彰 教育功労賞 受賞
2010年 9月 栄養関係功労者 厚生労働大臣表彰 受賞

本 日 の お 客 様

・松下 幸治 様（平城京ＲＣ）
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会 長 の 時 間 ◇藤井会長

改めましてこんにちは。毎回この時間が来る度に、何を喋ろうかと
一生懸命考えております。前回は私の職業柄、本の話をちょっとさせ
て頂きました。月に一回ずつ変えてお話をしようと思っております。
今回は、今日が何の記念日かと思って調べてきました。
今日は18日なので、1と8で頭髪の日、髪の毛の日、というのがござい
ます。私もそうですが、段々寂しくなってきますが、そういうものも
大事にする日かな、と思っております。それから、1と8で米食の日。
米を崩すと一と八になりますので、そういう日というのもあるらしい
です。それから記念日で言いますと、今日はあまり良い記念日ではな
いのですが、光化学スモッグの日らしいです。1970年ですから、私は
まだ若かりし時ですけど、東京の杉並区で初めて光化学スモッグが出
た、という日らしいです。また明日くらいになりましたら、梅雨も明

けそうです。梅雨が明けましたらますます天気も良くなりますので、どうぞ皆さん頑張ってい
ろいろ活動してください。

委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞野末委員 例会状況報告
◇ニコニコ委員会＞武中委員 ニコニコ報告
◇職業奉仕委員会＞倉田委員長

・８月８日の親子料理教室の告知

職業奉仕委員会

倉田委員長

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次回例会ガバナー訪問
・ロータリー希望の風奨学金、
感謝状の報告

・例会後、県下ロータリークラブ親睦
ゴルフ大会、委員会の案内
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7 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
藤井 正勝 君
大塩 栄作 君
髙野 治 君
谷川千代則 君
多田 廣 君
増井 義久 君
高辻 良成 君

★結婚記念日★
國原 正記 君

乾 杯 ◇藤井会長

米 山 奨 学 金 授 与

◇ジュコブスカ，エリザベタ・アンドリエブナさん（天理大学 在学）

カウンセラー：高辻会員
7月14日宵々々山になるのですが、米山地区奨学会のお世話で祇園祭に、私とエリザさんと二

人で行って来ました。日本の文化を体験してもらうということで、このような浴衣を用意して
いただき、彼女は一日祇園祭を満喫されたようです。私も今日、浴衣を着てこようかと思った
のですが、スーパークールビズでもございませんので、ネクタイを締めて来なくてはいけない
と、遠慮致しました。ですが、彼女は浴衣を着てきてくれました。それでは彼女から一言お願
いします。

米山奨学生：ジュコブスカ，エリザベタ・アンドリエブナ さん
皆様こんにちは。祇園祭という貴重な体験をさせて頂き、誠にありがとうございます。この

ような千年以上も歴史をもつ祭りに参加させて頂き、本当に光栄でございます。歴史が好きな
ので、この格好で好きな京都の町を歩いて、清水寺の石畳を下駄で踏んで本当に言葉にならな
い感じをもっています。もしまたこちらのお祭りの機会がありましたら、是非私のことを誘っ
てください。どうもありがとうございます。

会 員 卓 話

卓話講師：松岡嘉平治 会員
演題：「長寿の基本」
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ニコニコ箱 本日計 52,181円 累計 209,181円

谷川理恵様（谷川会員令夫人）、小西敏文君、高辻良成君、潮田悦男君、武藤廣茂君、
谷川千代則君、野﨑隆男君 楽しかった国際大会の想い出をふりかえり、少しお金が

あまりましたので、ニコニコします。
藤井正勝 君 松岡さん 本日の卓話ありがとうございます。また今月誕生月です。

65才になりました。
堀内眞治 君 松岡さん 本日の卓話よろしくお願いします。
宮西正伸 君 松岡さん 本日の卓話有り難うございます。
弓場裕史 君 松岡様、本日は卓話楽しみにしておりました。
高辻良成 君 いつもお願いばかりで恐縮です。松岡さん、本日の卓話楽しみにしています。

誕生日のお祝いありがとうございます。
谷川千代則君 誕生日のお祝いありがとうございます。60才になります。
大塩栄作 君 お誕生日のお祝いありがとうございます。
髙野 治 君 誕生日のお祝いをしていただきありがとうございます。
國原正記 君 先日は、結婚記念日にキレイなお花を頂きましてありがとうございました。

妻も大変喜んでいました。
中村信清 君 夏バテに注意
植村将史 君 病気療養の為しばらくお休みさせていただきました。入院中には、多くの

方に御見舞いいただき感謝しております。ありがとうございました。本日より
復帰いたします。

塩澤克利 君 ニコニコ協力

●会報・IT委員会/河野里志 鈴木譲 植村将史 清岡義教 webmaster/河野里志

◆例会変更のお知らせ◆

7 月 ■橿原ロータリークラブ■
・７月２８日(金)・・・社会奉仕担当移動例会の為、変更。→７月２７日(木)
※ビジター受付：7月28日(金)12：00-12：30まで橿原ロイヤルホテルフロント横

にて行います。

8 月 ■奈良西ロータリークラブ■
・８月３日(木)・・・早朝例会の為、例会時間・場所変更。
霊山寺にて 午前7時より

※ビジター受付：8月3日(木)17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテルフロント横
にて行います。

・８月１０日(木)・・・定款第8条第1節(C)による、休会。
※ビジター受付：行いません。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・８月３日(木)・・・夜間例会の為、時間・場所変更。
時間・場所 18：00～割烹桝谷

※ビジター受付：8月3日(木)12：00-12：30例会場（駅前グリーンビル3F大和信用
金庫駅前別館）にて行います。

・８月１０日(木)・・・定款第8条第1節(C)による、休会。
※ビジター受付：8月10日(木)12：00-12：30例会場（駅前グリーンビル3F大和信用

金庫駅前別館）にて行います。

・８月１７日(木)・・・定款第8条第1節(C)による、休会。
※ビジター受付：行いません。

■橿原ロータリークラブ■
・８月４日(金)・・・移動例会の為、変更。
※ビジター受付：8月4日(金)12：00-12：30まで橿原ロイヤルホテルフロント横にて
行います。


