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例会状況報告

第6回 8月7日
通算1889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 ４９名
◎本日欠席 ３名
◎本日出席率９４．２３％

第4回 7月24日
通算1887回の修正

◎欠席者 ６名
◎免除者の欠席者 ９名
◎欠席者の補填者 １名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９０．３８％

例会プログラム

第7回8月21日
通算1890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．新入会員入会式
７．賀寿の御祝
８．米山奨学金授与
９．会長報告
10. 委員会報告
11. 幹事報告
12. 結婚記念・誕生日御祝
13．クラブ討論会
（会員増強委員会担当）

14. 謝辞・閉会点鐘
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■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
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■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

会 長 の 時 間 ◇武藤会長

皆さんこんばんは。本日4時から理事会を開催いたしましたので、皆
様方に数点ご報告させていただきます。詳細につきましては議事録を
状差しに入れさせていただきます。

一点目はインターアクトクラブの創立総会の件です。いろいろと準
備委員会で進めていただいておりましたが、10月8日（月）、奈良女子
大学付属中等教育学校の多目的ホールにて開催を決定しました。時間
等につきましては、決まり次第皆様方にご報告させていただきます。

二点目は西日本豪雨災害義捐金の件です。先日災害対策委員会を開
きまして、地区からの要請どおり人数分61名×3,000円を早急に地区に
お送りすることを決定、理事会でも承認をいただきました。この分に
つきましては皆様方にボックスをお回しし、補填したいと思いますの
でよろしくお願いいたします。

三点目は梅谷会員の職業分類変更の件です。大分類が運輸、小分類
がタクシー業で決定いたしました。
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四点目は本年度当クラブがホストとなります鴟尾の会ゴルフ大会の件です。実行委員
会を設立、中條会員、藤井会員、中奥会員、水野会員、河野会員の5名の方に委員になっ
ていただき、日程、場所等を具体的に詰めていくことが承認されました。

最後に2650地区ローターアクト会員候補者推薦の件です。ローターアクトクラブも非
常に人数が減り苦戦している中、地区より各クラブで候補者を推薦してほしいという要
請がございましたので、皆様方の中で候補者がおられましたら、是非ご推薦いただきた
いと思います。理事会報告は以上でございます。

昨今の酷暑で毎日のように高齢者の方が何人お亡くなりになったとか、学生が救急車
で搬送されたとか報道でありまして、本当に大変な時期、季節だなと思っております。
私共も非常に小さな子供を預かる施設でございますので、注意をしながら進めておりま
す。一方最近テレビを見ていますと、スポーツ関係の問題が非常に多く、以前は相撲で
騒がれ、暫く静かになったと思ったら、アメリカンフットボール、それが収まったと思っ
たら、ボクシングということで、本来スポーツは爽やかにやっていかなければならない
し、スポーツマンシップと言っているような、その辺のところで非常にいろいろな問題
が起こって、煩わしい事だなという毎日が続いております。季節と一緒で煩わしい時期
が暫く続くかと思いますが、皆さんにはお身体を十分大切にしていただき、お過ごしい
ただければと思っております。本日の私の話は以上でございます。
有り難うございました。

委 員 会 報 告

◇出席委員会 奥田副委員長

・出席報告
引き続きのご出席をお願いします。

◇ニコニコ委員会 辻本和久委員

・ニコニコ報告
本日も沢山のニコニコ有り難う
ございます。

◇雑誌・広報委員会 野末委員長

・「ロータリーの友」読みどころ案内
縦書きは全般的にお読みください。横書きは

会員増強の件が多く書かれており、次回例会で
は会員増強の討論会もございますのでご一読く
ださい。Ｐ34～35には米山記念奨学事業の基礎
知識が解りやすくまとめられております。Ｐ41
には以前来られたローターアクターの吉岡さん
の記事も載っております。
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◇インターアクト委員会 弓場委員長

インターアクトの進捗状況ですが、創立総会
は10月8日（月）奈良女子大学付属中等教育学
校に於いて開催することに決定いたしました。
すでに定款・細則も承認、顧問の先生、メンバー、
会長・幹事・役員も決定しております。創立総
会が終わりましたら、実際活動できますが、認
証状をＲＩより発行、認証状を伝達するという
大きなセレモニーがございまして、この認証状
伝達式は12月中に開催、年内にはすべて形が整
う予定です。引き続き皆様のご協力をいただき
ながら、一歩ずつ確実に進めてまいりたいと思っ
ております。

◇40周年記念事業 植村事業部会長

本日皆様の状差しに40周年記念事業 ○△□
のふしぎ 役割分担を入れております。
具体的にお名前を各役割に振り分けております
が、万が一ご都合が悪くなられた場合は、個々
に代役をお決めいただき、私までご連絡をお願
いします。当日は大変沢山の方の参加が見込ま
れますので、是非とも全員参加で団結して行え
るようにお願いします。
また、28日の中学生バスケットボール研修会

は移動例会となっており、こちらも記念事業で
すのでご協力の程お願い致します。
先程の25，26日の件ですが、女性スタッフが

多い方が良いとお聞きしておりまして、ご家族
の方が概ねどれくらいお越しいただけるか把握
するため、一覧表にご記入をお願い致します。

幹 事 報 告 ◇谷川幹事
①事務局員石橋さんが体調不良のためやむ

を得ず7月末で退職いたしました。
伊藤さん木曜日お休みの時がありますの
で、事務局に連絡とれない場合は幹事の
谷川まで連絡お願いいたします。

②次週8月14日の例会は休会となって
おります。

③8月14日（火）～8月18日(日)まで事務局
はお盆休みとなっています。

④会費領収書を何名かに誤ってお渡ししま
した。申し訳ございませんが破棄してい
ただくようお願いします。

⑤橿原ロータリークラブより8月17日休会の
ご案内がきております。

⑥10月23日（火）開催の県下ロータリーゴ
ルフ大会の申し込みが本日締め切りとなっております。今年度当クラブも鴟尾の会ゴル
フの担当になっておりますのでできるだけ多数の参加をお願いします。
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会 員 卓 話 ◇講師紹介：谷川幹事

卓話講師：髙野 治 会員（地区広報委員会 委員長）
タイトル：マイロータリーのすゝめ

広報の役割は「公共イメージの向上」という対外的な面と「クラブのサポート」とい
う対内的な面があり、これまでの広報はどちらかというと前者の役割に重きを置いてき
たように思いますが、今は後者も大切であり会員増強にも繋がると考えております。当
クラブは2014-15年度が79名、現在が61名、人数がすべてではありませんが、クラブの客
観的な状態を表していると思います。

クラブレベルで申し上げますと、私は【口コミ】が最高の広報だと思っております。
会員全員が自分のクラブが最高だと思える、語ることが出来ることが必要で、そのため
にはまず参加する、そしてロータリーのこと、クラブのことをよく知ることです。そこ
から会員増強も始まると思います。ＲＩや地区が推進している「マイロータリー」には
膨大な量のロータリーに関する情報が掲載されています。是非とも「マイロータリー」
に登録してロータリーに関する様々なことを知り、またご活用いただきたいと思います。
地区では会員の80％以上、入会5年未満の会員は全員登録が目標となっております。苦手
な方はクラブとして、また私もサポート致します。 （詳細は動画をご覧ください）

地区行事参加報告

◇ロータリー財団常任委員会 福本委員長

8月4日（土）立命館大学朱雀キャンパスで行なわれた
地区ロータリー財団セミナーに谷川幹事と出席しました。

第一部では、「今年度のロータリー財団の目標」「ポリ
オ撲滅に向けて」「異なる世界の間：私の人生、夢と希望」
と題して三名の公演がありました。

第二部では、グローバル補助金の実践例、「小児がんと
たたかうこどもたちのために」と題する財団奨学生の発表
がありました。また地区国際奉仕委員長からは海外での人
道的奉仕プロジェクトの紹介があり、地区ロータリー財団
委員会からは各分野別委員長より個々の説明がありました。
13時から17時までタイトで充実したセミナーでした。
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◇米山記念奨学委員会 石野委員長

8月4日（土）14:00より春日ホテルに於いて、奈良ブロッ
ク米山奨学委員長会議が開催されました。その中で米山記
念奨学会に対する寄付額について、全国や地区、奈良県内
の状況も発表され、当クラブは奈良県内で2位、地区内に於
いても10位以内に入っているということで、非常に貢献し
ているということでした。また奈良県内では9名の米山奨学
生がおられるということで、各クラブの受け入れ要請もな
されました。

◇地区インターアクト委員会 武中委員

～初めての夏季研修会に参加して～
8月2日から4日まで、インターアクト夏季研修が東日本大震災から7年経った気仙沼

で行われました。（例年はカンボジア）インターアクター25名、顧問3名、地区委員11
名の総勢39名が参加、東日本大震災を乗りこえ、山と海をつなぎコツコツと地道に活
動されている畠山重篤氏に講演いただいた上に、フィールドワークで気仙沼ロータリー
クラブの方々にご協力いただき植林も行うという企画でした。
研修1日目はバスで被災地見学に向かいました。道中の車窓からはコンクリートで覆

われた防潮堤が続く光景に、本当の復興に向かっているのかと思い、到着後は被災建
物を見て当時のままだと目を疑いました。語り部の方からは、学生も今でもずっと仮
設の校舎で学んでいると聞き愕然とし、そばにいた多くのアクターからも同様の声が
聞こえました。
研修2日目は早朝より魚市場見学、担当者から当時の様子を伺いながら案内され、市

場は地盤が1.2m下がり、漁船が寄り付けないため護岸復旧工事を早急に行い、3か月で
漁ができるようになったとのことでした。フィールドワークの植林では初め慣れない
手つきで何度も鍬を振り上げ、土を掘り起こしていたのが、次第に力強く声を掛け合
い、一本一本丁寧に植えていくインターアクターの姿に自然と笑みがこぼれ、また変
わっていく姿を誇りに思い、未来の子供たちにより良い環境を残せたらと思いました。
研修3日目は仙台空港到着後に報告会が開催され、報告会では研修を通じてインター

ネット上の情報だけでなく、自分で体感し見聞きし経験を積み判断することの重要性、
またやり続けることの重要性が大事だと報告がありました。数日間の研修期間ではあ
りましたが、大きなインターアクターの成長を通じて、多くを気づき学ばせていただ
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 50,000円 累計 486,000円
武藤廣茂 君 髙野さん本日の卓話よろしくお願いします。私事ですが、この度私の

幼稚園がユネスコスクールに認定されました。大変よろこんでいます。
植村さん有り難うございました。

谷川千代則君 髙野さん本日の卓話よろしくお願いします。
増井義久 君 藤川さんいつも有り難うございます。８月２９日～９月２日新大宮バル

が開かれます。出来ましたら参加お願い致します。
宮西正伸 君 髙野さん本日の卓話楽しみにしております。
堀内眞治 君 髙野様、本日の卓話、楽しみにしております。
成田和哉 君 入会して４ヶ月が経ちました。これからもよろしくお願いいたします。
潮田悦男 君 前回欠席のおわび
辻本和弘 君 連続欠席のお詫び
ニコニコ協力 中嶌 大 君 倉田智史 君 弓場裕史 君 南谷正仁 君

野末勝弘 君 中奥雅巳 君 河野里志 君 奥田哲也 君

次 回 の 例 会 ２０１８年８月２８日（火）

移動例会 場所 ならでんアリーナ
時間 13：30～

◆例会変更のお知らせ◆

2018年8月 ■橿原ロータリークラブ■
・8月24日(金)・・・納涼例会の為、時間・場所変更

時間 17:00～
場所 貴船「ひろ文」

※ビジター受付：行いません


