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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20回 11月28日
通算1856回

◎会員総数 ６４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)

２２名
◎本日出席 ４２名
◎本日欠席 １０名
◎本日出席率８０．７７％

第18回 11月14日
通算1854回の修正

◎欠席者 １２名
◎免除者の欠席者 １１名
◎欠席者の補填者 １０名
◎免除者の補填者 ４名
◎出席率 ９６．４９％

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

会 長 の 時 間 ◇藤井会長
それでは会長の時間とさせて頂き

ますが、今日は、先週の土曜日に、
今年初めて指導者育成セミナーとい
うのが開催されました。また、規定
審議会の地区決議会というものに参
加させて頂きました。育成セミナー
というのは多分いままではなかった
のですが、全97クラブの会長を集め
て田中誠二ガバナーが「もうクラブ
訪問が終ったので」と仰ってました。
今年は余裕があったかと思いますけ

れど、いろいろグループディスカッションをして、どうい
う風にクラブを運営するか、ということで討議をさせて頂
きました。私が入らせて頂きましたテーブルは、長浜RC、
福知山RC、長浜東RC、あすかRC、福井東RCの6名の会長で話
をさせて頂きました。その前にグループディスカッション
のテーマを送れという事で、地区から質問事項があり、そ
れに関する各クラブの御意見が書いてあります。お回しを
しますので一度お目通しをお願いします。

それと、規定審議会の地区決議会というのがございまし
た。敦賀RCから5件出ています。ちょっと長いものですから
掻い摘んでお話させて頂きますと、先ず第1案「ロータリー
の目的の改定の件、ロータリーの目的をもう少し明確にし
たい」という事で、挙がっています。そこで全員の賛否を
問われましたけれども、反対1クラブ、棄権1クラブとなり、
承認されました。第2案は、目的の変更の中で、標準ロータ
リークラブ定款の重複している所を削除するという件が

例会プログラム

第21回12月5日
通算1857回

１．開会点鐘
２．ソング
３．お客様紹介
４．ビジター紹介
５．年次総会
６．会長挨拶
７．委員会報告
８．幹事報告
９．卓話 東宏英氏
10．閉会点鐘

次回の例会

2017年12月12日（火）

卓話講師：国際ロータリー
第2650地区 ＲＬＩ委員会
委員 中野光夫氏＜生駒RC＞

演題「ＲＬＩについて」
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出ました。これも同じことですが、反対1棄権1で承認されました。第3案ですが、
会員身分に関する例外を削除して、新たな会員の種類を規定するという案です。
理由をお伺いしたら、要はRIの方針で誰でもメンバーになっても良い、という方
針にとられかねないということを敦賀RCのメンバーの方が考えられまして、従来
の正会員と名誉会員に加えて、法人会員、家族会員、学友会員、シニア会員の6種
類とし、後はクラブの細則で決めれば良いのではないですか、とのことで、これ
には反対2棄権2のクラブがございました。第4案につきましては、例会の出席に関
することでございます。例会と出席に関する規定の例外を削除し、例会および出
席の規定変更の件、となっています。これも少なくとも毎月2回以上ということに
はなっているのですが、本当に例会として2回になっていますか、という疑問があ
るようでして、例会として2回してください、という文面に直したい、という案で
した。これは反対0棄権0で、全員賛成でございます。最後に、会費の変更の件で
人頭分担金が毎年上がっていきます。ですからどこかで上限を決めて、それをずっ
と維持してはどうですか、というご提案です。これにつきましても、反対0棄権0
で全員賛成でございます。植倉ロータリー情報委員長にもお伺いしましたところ、
1と2と5については、「私もそれで結構です」、3の「会員身分はいままで通りで
も良いでしょう」というご意見で、内容をお聴きしましたら、おっしゃることも
わかりますので、奈良大宮の細則で変更したら良いと思い賛成をしました。出席
についても「いままで通りで良いのではないですか」というご意見でしたが、こ
れも一応賛成させて頂きました。

指 名 委 員 会 の 発 表【藤井会長】

奈良大宮ロータリークラブ細則第３条第１節（C）「指名委員会は、年次総会
1週間前の例会において、次々年度会長候補および次年度副会長、幹事、会計およ
び他の5名の理事、会場監督の各候補者を指名し、その氏名を告知する」となって
おりますので、楠原指名委員長より候補者の発表をして頂きます。

【楠原指名委員長】
みなさんこんばんは。指名委員会です。

それでは2019-2020年度会長候補および2018-2019年度
副会長以下理事役員候補の氏名を発表させて頂きます。

2019-2020年度 会 長 候補 増井義久 君
2018-2019年度 副会長 候補 中嶌 大 君

幹 事 候補 谷川千代則君
会 計 候補 平方貴之 君
理 事 候補 多田 実 君、福本良平 君

植村将史 君、市田富久夫君
森山斗福 君

会場監督候補 中奥雅巳 君

以上、それでは会長よろしくお願いいたします。

【藤井会長】
ありがとうございました。ただいま発表された候補者は、次週の年次総会にお

いて承認を受けて決定となります。どうぞ皆さん、次週ご出席頂きます様お願い
いたします。

楠原指名委員長
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卓 話

講師：社会福祉法人 奈良社会福祉院 佐保山荘
（母子支援施設）理事・施設長 宇城 順子（うしろ よりこ）氏

中条ようこ氏
演題「お母さん 来てよかったね・・・」

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次回例会の予定 年次総会
・卓話例会 奈良警察署、交通第一課長 東 宏英氏
・演題「交通情勢と交通安全対策」
・地区職業奉仕「講演会」の案内１月１４日
・九州北部豪雨災害の義損金の件

委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞山口委員長・出席報告
◇ニコニコ委員会＞武中委員・ニコニコ報告
◇青少年奉仕委員会＞弓場委員長・１２月２日佐保山荘の事業の件

青少年奉仕委員会
弓場委員長
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◆例会変更のお知らせ◆

12 月 ■奈良ロータリークラブ■
・１２月２１日(木)・・・忘年親睦家族会の為、16：00～17：00に

例会時間変更。
※ビジター受付：12月21日(木)12：00-12：30まで奈良ホテルにて

行います。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・１２月２８日(木) ・・・定款第8条第1節Cにより、休会。
※ビジター受付：行いません。

2018年1月 ■やまとまほろばロータリークラブ■
・１月４日(木)・・・定款第8条第1節Cにより、休会。
※ビジター受付：行いません。

2018年2月 ■奈良西ロータリークラブ■
・２月８日(木)・・・例会内容変更：奈良RCとの合同例会。

奈良西RC例会場にて。
・２月１５日(木)・・・例会内容変更：第3回クラブフォーラム

開催。
・２月２２日(木)・・・第3回クラブデー開催。

例会場変更：奈良ロイヤルホテル
沙山華にて。

※ビジター受付：会場の都合上、ビジター受付は行いません。

ニコニコ箱 本日計 37,000円 累計 1,212,181円
藤井正勝 君 奈良社会福祉院 佐保山荘 施設長 宇城順子様

本日の卓話ありがとうございます。また、昨日多くの会員が集まっ
ていただき感謝申し上げます。

弓場裕史 君 佐保山荘、宇城先生 中條先生、本日は卓話よろしくお願い致し
ます。11/27の事前搬入には大変お世話になりました。ありがとう
ございました。

中條章夫 君 11月財団の御協力ありがとうございました。ニコニコ
中井一男 君 結婚記念日のお花ありがとう御座いました。
佐川 肇 君 2週連続欠席のお詫び 昨夜は情報集会のお世話ありがとうござい

ました。
金星 昇 君 金沢へ、息子の音楽を聴きに行って来ました。
武藤廣茂 君 先日、小学校時の同窓会に行って来ました。あらためて、時間の

経過は残酷だと実感しました。だれが生徒で先生か判りませんで
した。

ニコニコ協力 堀内眞治 君 矢追家麻呂君 増井義久 君 森山斗福 君
市田富久夫君

●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


