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例会状況報告

第5回 7月31日
通算1888回

◎会員総数 ６１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)

１８名
◎本日出席 ４８名
◎本日欠席 ５名
◎本日出席率９０．５６％

第3回 7月17日
通算1886回の修正

◎欠席者 ６名
◎免除者の欠席者 １名
◎欠席者の補填者 ３名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９６．６６％

例会プログラム

第6回8月7日
通算1889回

１．握手・挨拶

２．開会点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．ビジター紹介

６．会長報告

７．委員会報告

８．幹事報告

９．会員卓話

髙野 治 会員

10．謝辞・閉会点鐘
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ロータリーを学び、実践し、

発信しよう；Enjoy Rotary

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ
Club Weekly Bulletin

－ クラブ創立４０周年 －
クラブテーマ

「伝統を育み、未来を拓く」
失敗を恐れず 勇気をもって 一歩前へ GOOD TRY

■創 立：1979年1月23日
■例 会：毎週火曜日 17:30～18:30
■例 会 場：奈良ホテル本館

奈良市高畑町1096番地 電話（0742）26-3300

■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
hp：http://www.naraomiya-rc.jp
E-mail：info@naraomiya-rc.jp

■会長：武藤 廣茂 ■副会長：中嶌 大 ■幹事：谷川 千代則

2018-19年度 RIテーマ

RI会長 バリー・ラシン

RI第2650地区ガバナー

中川 基成

お 客 様 の ご 紹 介

・鎌倉 美知子様（福岡労務経営事務所副代表）
・吉村 信男 様（奈良西RC IM実行委員長）
・金田 宗寛 様（奈良西RC IM実行委員）

会 長 の 時 間 ◇武藤会長

報告を申し上げます。先日から毎日のように報道されております西
日本の豪雨災害ですが、地区で復興支援が決定され義捐金の対応をさ
れます。2670地区の愛媛県に500万円、2690地区の岡山県に500万円、
2710地区の広島県に500万円、我々の地区の京都府に300万円、これは
上乗せをする可能性もあるということですが、地区にはストックして
いる分がございますので、早急に義捐金が送られたと聞いております。
地区のロータリアンの皆様方には3,000円位の支援をお願いしたいと連
絡が来ております。私共のクラブでは災害支援の委員会がございまし
て、若干のストックがございますので、委員会で決定の上、早々に地
区の方に送金し、皆様方にはその後3,000円位の支援をお願いしたいと
思います。その節は宜しくお願い致します。
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Ｉ Ｍ の ご 案 内 ◇奈良西ＲＣ 吉村ＩＭ実行委員長、金田ＩＭ実行委員

本年度RI2650地区第4組インターシティミーティングを平成30年10月20日（土）、奈良
春日野国際フォーラム甍（いらか）にて開催、テーマは「彩ろう！豊かなロータリーラ
イフを」です。プログラムの第1部はRI第2700地区パストガバナー廣畑富雄氏の基調講演
「ロータリーの魅力と基本：変貌する国際ロータリーの中で」、第2部は名札とともにワ
イアレス式ボタンをお渡し、全員参加型のフォーラムを開催、パネリストとのフリートー
クや個人戦のクイズコンペを行います。ロータリーの難しい問題もありますが、入賞者
の方には懇親会で表彰と豪華商品をお渡しする予定です。懇親会は庭園での屋外パーティー、
舞台でのアトラクションやクイズコンペの表彰式を盛大に行い、県下RCの皆様の友情と
親睦を深める場とし、ロータリーの魅力を再発見していただけるよう企画しております。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

もうひとつ報告といいますか、お話がございます。先般7月28日に地区の会員増強と公
共イメージの向上セミナーがございまして、当クラブから谷川幹事、野末雑誌・広報委
員長、山口増強委員長、私の4名で参加させて頂きました。いろいろと趣向を凝らして、
私どものメンバーであります髙野さんが地区の広報委員長でございますが、本当に力が
入っていました。増強につきましてもいろいろな話がございまして、その中で2840地区
の直前ガバナーの田中久夫さんのクラブでは、2014年に64名が2015年に115名と一年間に
51名の増強をされたということで、すばらしいことですけれども、ただ奇抜といいます
かなかなか変わったお話をされておられました。ただその中で開会前の握手挨拶や、テー
ブルをシャッフルして毎回いろいろな方とお話が出来る環境を作っているのが増強の一
つの要因というお話がございましたが、これは我々のクラブでは既に行っていると思い
ました。また各部会と仰っていましたが、いわゆる同好会がしっかりと活動して退会防
止に努めているというお話もございましたが、それだけでは一年間に51名の増強という
のはできないと思いますが、いろいろとお話をしていただきまして、我々のクラブとし
ましても私としましても、非常に勉強になったセミナーだったと思いましたので、皆さ
ん方にご報告させて頂きます。有り難うございました。
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委 員 会 報 告

◇出席委員会 清岡委員長

・例会状況報告
出席率100％を目指して
ご出席、メークアップを
お願いします。

◇ニコニコ委員会 國原委員長

・ニコニコ報告
8月もニコニコ協力よろしく
お願いします。

◇40周年記念事業実行委員会 冨川副委員長

8月25日、26日開催の「○△□のふしぎ」と
28日開催の中学生バスケットボール研修会の
出欠案内をしております。28日は移動例会、
25、26日の土、日は移動例会ではありませんが、
できるだけたくさん、できれば全員の皆様に出
席をいただきたい、本日中に出欠のお返事の記
入をお願いしたいと思います。25、26日のイベ
ントには大変多くの方の参加者が見込まれ、
スタッフの数も多く必要になりますので、でき
ましたら皆様方のお嬢様、奥様方にもお手伝い
いただきたいと思います。企画会社の方もスタッ
フは女性が多い方が良いということですので、
今日お帰りになりましたらご相談いただきたい
と思います。

◇平方会計

前期会費の納入期限が本日となっております。
まだの方は早期のお振込みをお願いします。
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卓 話 ◇講師紹介：プログラム委員会 鈴木委員長

卓話講師：福岡労務経営事務所 鎌倉 美知子 氏
タイトル：～空前の採用難時代～ 今、経営者がすべき 今、いる従業員が生き生きと

能力を発揮する仕掛けづくり

売手市場となっている現在において人材の確保は企業の喫緊の課題となっています。
このことを解決するためにはその企業自体に、従業員が「ずっと長く働いていたい」と
思わせるような仕組みが必要となります。従業員を少しだけ導き・その能力を信じ・応
援するといった企業風土の醸成がそれを可能にすると思います。そのためには『過去と
他人は変えられない、変えられるのは未来と自分だけ』ということを念頭に置き、魅力
的な組織づくりのためにこれまでの労働環境を変えるための対策が急務です。具体的に
は、現場から徹底的に聴き出すことで「現状の問題点や課題」を抽出し、これらについ
て整理検討を行い、対策を実行することです。この課題分析→原因分析→仕掛けづくり
→ＧＯＡＬの流れで、ずっと働きたくなる会社になることが、実は会社にとっても効率
的であります。

今後は埋もれている能力のある女性を積極的に採用することも、重要な課題になって
くると思われます。 （詳しくは動画をご覧ください）

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・中川ガバナーからのお礼状が届いており
ますので回覧いたします。

・ロータリー財団日本事務所より確定申告
用の領収書と説明書が届いておりますの
で状差しにいれさしていただきました。

・8月の予定ですが25日（土）26日（日）は
ならまちセンターで記念事業、28日(火)
が、ならでんアリーナで移動例会に
なっております。

・本日例会終了後に災害対策委員会をロビー
にて行います。メンバーは武藤会長、
藤井さん、堀内さん、増井さん、
倉田さん、植村さん、谷川です。



5

地区行事参加報告（会員増強・公共イメージ向上セミナー）

◇髙野地区広報委員長
7月28日（土）に京都商工会議所において、

会員増強・公共イメージ向上セミナーを開催
いたしました。

私は地区広報委員長として、「会員増強につ
ながる広報」について話をしました。「会員増
強につながる」という切り口から言えば、私は
「口コミ」が最強の広報だと思っております。
全ての会員一人一人が、どのように仲間を、
クラブを、ロータリーを表現し、相手にどのよ
うに伝わるかが最も大事だと思うのです。

それでは、最強の口コミが生まれるのはどう
いう場合でしょうか？クラブが活性化し、会員
それぞれが「このクラブは最高だ。このクラブ
に入ってよかった。このクラブに友人を誘おう。」

と思えるときではないでしょうか。
どうすればそんな状況になるのでしょうか？そのためには、会員それぞれが、ロータ

リーやクラブに参加すること、そしてロータリーやクラブのことに関心を持ち、よく知
ることが重要だと思っております。参加し、知れば更によくなる、よいから参加したく
なるし、知りたくもなる。鶏と卵の関係ですが、こういうプラスのスパイラルが築けれ
ば、素晴らしい活動ができ、所属する会員も充実し、会員増強も自ずとうまくいきます。

広報はその、「関心を持ってもらう、知っていただく」ということを推進しておりま
す。私はそれを「内部広報」とよんでおります。何も新しいことではありません。
「クラブ週報」「ガバナー月信」「ロータリーの友」全て内部広報です。それらに加え
近頃は、クラブや地区のホームページ、フェイスブック、更にはＭｙＲｏｔａｒｙ、
ロータリーショーケース、ロータリーボイスなどというものが出てまいりました。いず
れもロータリーを推進し、クラブを活性化させ、所属する我々に充実感をもたらすもの
です。今年度は特に、ＭｙＲｏｔａｒｙの登録率を飛躍的に上げたいと思っております。
ご協力賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

◇会員増強委員会 山口委員長
7月28日（土）に開催された会員増強・公共イメージ

セミナーに参加してまいりました。1～3部構成で行われ、
中身の濃い大変ためになるセミナーでした。今回のセミナー
を活かし、今年度掲げた大きな目標に向かって活動する
所存でございます。全会員が知恵と工夫、勇気と情熱を
持って取り組めば必ずや達成できると思いますので、
多大なるお力添えお願い申し上げます。

◇雑誌・広報委員会 野末委員長
第2840地区（群馬県）直前ガバナーの田中久夫様

（高崎ＲＣ）による刺激的なご講演を拝聴することが
でき、また、地区の各委員長様から、職業奉仕、
社会奉仕及び広報をいかに会員増強につなげていくかに
ついて、示唆に富んだお話を拝聴することができました。



6 ●会報・IT委員会/宮西正伸 南谷正仁 西本隆一

辻本和久 西村甲児 webmaster/宮西正伸

ニコニコ箱 合計 26,000円 累計 436,000円
奈良西RC 今年度、奈良西ロータリークラブは、

「彩ろう！豊かなロータリーライフを」を掲げ、IMのホストをさせて頂き
ます。皆様のご参加、よろしくお願い致します。

武藤廣茂 君 本日の卓話講師鎌倉様、卓話楽しみにしております。奈良西RCの皆様、
ご来訪ありがとうございます。IMには積極的に参加させて頂きます。

谷川千代則君 鎌倉先生、本日の卓話よろしくお願いいたします。
鈴木 譲 君 鎌倉美知子先生、本日の卓話よろしくお願いします。
ニコニコ協力 増井義久 君 清岡義教 君 辻本和久 君 國原正記 君

次 週 例 会 休 会 ２０１８年８月１４日（火）（お盆休み）

次 回 の 例 会 ２０１８年８月２１日（火）

クラブ討論会（会員増強委員会担当）

◆例会変更のお知らせ◆

2018年8月 ■奈良ロータリークラブ■
・8月9日(木)・・・奈良東RCとの合同の為、例会場時間変更

ホテル日航奈良 18：00～19：30
※ビジター受付：8月9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■
・8月23日(木)・・・夜間例会の為、時間・場所変更

THE KASHIHARA 18：00～
※ビジター受付：8月23日(木)12：00～12：30まで、

例会場（駅前ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ3F大和信用金庫駅前別館）にて行います。


