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「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
■例
■例
■事

立：1979年1月23日
会：毎週火曜日 17:30～18:30
会 場：奈良ホテル本館
奈良市高畑町1096番地 電話（0742）26-3300
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電話（0742）33-8583 FAX（0742）33-8600
hp：http://www.naraomiya-rc.jp
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■会長：武藤

廣茂

■副会長：中嶌

大

■幹事：谷川

RI会長 バリー・ラシン
地区スローガン
ロータリーを学び、実践し、
発信しよう；Enjoy Rotary

千代則

お 客 様 の ご 紹 介・グエン レ アンさん（米山奨学生・橿原ＲＣ）

RI第2650地区ガバナー
中川

基成

例会プログラム
第15回11月6日
通算1898回

会長の時間
◇武藤会長

皆さんこんばんは。今月は休会や合同例会がありまして、皆様方と
なかなかお話する機会がございませんでした。先日のIMでは当クラブ
より24名の方のご参加ということで、地区大会もそうですが、年に一
度のロータリークラブのお祝い、お祭りですのでもう少し賑やかしく
お見えいただければ有難かった、若干寂しいと思いましたので、また
次年度はどうぞ宜しくお願い致します。お祭りといいますと明日はハ
ロウィンで、昨今流行っておりまして、テレビでも紹介されておりま
す。私共も子供相手の仕事ですので、ハロウィンは子供がやると実に
可愛いいです。色々仮装して、トリックオアトリートと言ってお菓子
をもらって歩くという行事ですけれども、昨今の状況を見ていますと、
渋谷のスクランブル交差点で大騒ぎをして、若い人が自動車までひっ
くり返して暴徒化しているという話がございました。ハロウィンは、
お聞きしますと、昔ケルト民族が収穫祭とお盆と合わせたような、大
晦日の日にやっていたらしいです。日本人はバレンタインもそのよう
に日本風にアレンジしまして、結構楽しめるような雰囲気にしており
ますが、今も申し上げましたように暴徒化をしているということで、
いかがなものと思いました。
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１．握手・挨拶
２．開会の点鐘
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．会長報告
８．指名委員会
９．前年度会計報告
10．委員会報告
11．幹事報告
12. 卓話 坂本 洋子 様
坂本 利文 様
13. 閉会の点鐘

例会状況報告
第14回 10月30日
通算1897回
◎会員総数
６２名
◎出席義務者
４４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
４４名
◎本日欠席
１２名
◎本日出席率７８．５７％
第12回 10月9日
通算1895回の修正
◎欠席者
１名
◎免除者の欠席者
４名
◎欠席者の補填者
９名
◎免除者の補填者
２名
◎出席率
９８．２７％

先日たまたま本を見ていましたら、どこの国でもそうですが、若い人は非常にエネル
ギーを持て余している。例えば阪神タイガースが優勝したら、道頓堀川に飛び込む若者
がいたり問題が起こりますが、昔は日本だけではなく世界中、年に一回くらい大騒ぎし
ていいというようなお祭りがあり、リオのカーニバルなどは一番大きいかなと思います
が、けんか祭りだとか、トマトを投げあったり、爆竹鳴らしたり、いろいろと世界中に
あります。日本でも近いところでは岸和田のだんじり祭りや、福岡に行きますと博多祇
園山笠など、そんなところで、若い人がワーッと一年に一回非常にエネルギーを発散す
るような行事が他にもいろいろとあったようでございます。東京でも地域の祭りがだん
だん弱くなってきており、一つの発散方法として何かしたらどうかという意見もござい
まして、皆さん方もそれぞれ思いもあろうかと思いますが、ただ単に若い人はあかん、
こんな所で暴れてとんでもないと規制ばかり増やしていくのではなく、皆で考えていく
べき問題なのかなと思いましたので、皆様方にご報告をさせていただきました。私の話
は以上でございます。
委員会報告
◇出席委員会
成田委員

◇ニコニコ委員会
吉田委員

・出席報告

・ニコニコ報告

◇米山記念奨学委員会
石野委員長
・今月は米山月間ということで皆様に特別寄付のお願いをして
おります。数名の方からまだご寄付をいただいておりません
が、11月に入ってからでも結構ですので、ご協力いただけま
す方は何卒よろしくお願い致します。
幹事報告

◇谷川幹事
・例会終了後クラブ協議会を開催いたします。ご出席よろしく
お願いします。
・県下ゴルフコンペ 団体準優勝、個人シニア 小西会員優勝
・先日の鴟尾の会会長・幹事会議においてラオスで実施されます
充血吸中プロジェクトへの参加要請がありました。
12月11日～16日。費用は20万円ぐらいです。希望者ございまし
たら谷川まで連絡お願いします。
・やまと西和ロータリクラブより11月6日(火)休会の案内が届いて
おります。ＭＵの受付はございません。

卓話者紹介

◇冨川会員（地区米山奨学委員会 委員）
本日の卓話は米山奨学生のグエン レ アンさんです。ベトナムの
方で橿原ロータリークラブがお世話クラブとなっております。学校
は奈良先端科学技術大学院大学、情報科学の専攻で、現在博士課程
の3回生でおられます。最終学年で大変お忙しい時期と思いますが、
お越しいただきました。
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卓話

卓話講師：グエン レ アン 様（米山奨学生：お世話クラブ 橿原ＲＣ）
タイトル：「ベトナム・・ダナン～裏道散策～」
私は奈良先端科学技術大学院大学で、人工知能(AI)のテキストの分析、研究をしてお
ります。今日は、ベトナムの「ハノイ」、「ホーチミン」の中間にある「ダナン」の紹
介をさせていただきます。ダナンの近郊には3つの世界遺産があります。一つ目が「ホイ
アン」というところで、植民地時代の旧市街地ですが、ここがベトナムかと思うような
街並みを見ることができます。二つ目が「ミーソン聖地」という遺跡で、パワースポッ
トとして有名です。三つめが「フェ王朝」というベトナム最後の王朝の遺跡があります。
これらのほか、ハイヴァン峠やリンウン寺などの絶景スポットも多くあり、3月から9月
までは乾期のため、とてもいい観光シーズンだと思います。また、ダナンには若者に大
人気のとてもきれいなビーチや、他の地域に無い名物料理の「ミークワン」、「バン チャ
ン ティツ ヘオ」、他にもいろいろな美味しい料理もたくさんありますので是非一度お
越しください。米山奨学生になって勉強に集中することができ、国際学会に行くことも
できました。また、働きたい職場に就職することもできまして、感謝の気持ちでいっぱ
いです。
（詳しくは動画をご覧ください。）
クラブ協議会
例会終了後、テーマを「未来計画について」と題し、本年度2回目のクラブ協議会が開
催されました。冒頭、武藤会長より未来計画についての思いをお話しいただき、続いて
未来計画委員会の髙野委員長より、委員長としての考え方や、現在の取組み、今後の計
画について説明がありました。その後髙野委員長の進行により、現在の当クラブが抱え
る問題点や、より良いクラブになるような改善点など、幅広い年代からご意見がありま
した。

ニコニコ箱
武藤廣茂

君

谷川千代則君
増井義久 君

合計

66,000円

累計

1,032,000円

先日のIM参加の皆様おつかれ様でした。北河原パストガバナーお世話に
なりありがとうございました。
グエン・レ・アン様 本日の卓話よろしくお願いします。
サイクリング同好会で初めてサイクリングしまなみ2018に出場してきま
した。参加者全員無事、完走出来ました。堀内さんバスの運転ありがと
うございました。
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北河原公敬君

有井邦夫 君
植村将史 君
金星 昇 君
楠原忠夫

君

髙野

君

治

中條章夫 君
冨川 悟 君
福本良平

君

弓場裕史

君

ニコニコ協力

27日講演の依頼があり、三島へ行きましたついでに、米山梅吉記念館を
訪ねました。横須賀ロータリークラブ一行が来訪しており、一緒に記念
写真をと希望されました。今月は米山月間で、これも何かの縁かなと思っ
ております。
お久し振りです。
連続欠席ごめんなさい。
結婚記念日のお花ありがとうございました。あっという間に五十三回に
なります。二人揃って元気です。毎日、感謝の日々を過させて頂いてい
ます。これからもよろしくお願い申し上げます。
10/20(土)I.M. ロータリークイズコンペで9位入賞させて頂きました。
I.M.出席された皆様に感謝して。
本日例会終了後のクラブ協議会、テーマは「未来計画」です。宜しくお
願いいたします。
県下のゴルフコンペで市田君に負けたのがくやしい！
10月は米山月間です。本日は米山奨学生、グエン レ アンさん
（ベトナム）の卓話です。ご静聴よろしくお願いいたします。
この度は、父の葬儀に多数御会葬頂き、ありがとうございました。
95才ということで身内だけでと考えましたが、当社の創業者ということ
でオープンにさせていただきました。改めて、ニコニコの場をかりて、
御礼申し上げます。ありがとうございました。
先日は娘の結婚式のお祝を頂き、心より感謝申し上げます。親としまし
ては、平穏な日々を過ごしてくれる事を祈るだけです。
奥田哲也 君 川端 昇 君 倉田智史 君 多田 実 君

◆例会変更のお知らせ◆
2018年11月

■やまと西和ロータリークラブ■
・11月20日(火)・・・家族親睦例会の為、日時場所変更
日時 平成30年11月18日（日）
場所 京都方面
※ビジター受付：11月20日(火)まさごビル1F
12時～12時30分まで行います。

2018年12月

■やまと西和ロータリークラブ■
・12月11日(火)・・・青少年奉仕事業の為、日時場所変更
日時 12月9日（日）15時～
場所 まほろばホール
※ビジター受付：12月11日（火）まさごビル1F
12時～12時30分まで行います。
・12月25日(火)・・・休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

次回の例会

２０１８年１１月１３日（火）
卓話：西大寺清浄院 住職 佐伯 俊源 様
タイトル：「大茶盛について」
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●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

