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例会状況報告

第16回 11月13日
通算1899回

◎会員総数 ６３名
◎出席義務者 ４５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 ４５名
◎本日欠席 ９名
◎本日出席率８３．３３％

第14回 10月30日
通算1897回の修正

◎欠席者 ２名
◎免除者の欠席者 ５名
◎欠席者の補填者 １０名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 ９６．４９％

例会プログラム

第17回11月20日
通算1900回

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．会長挨拶

７．賀寿御祝

８．委員会報告

９．結婚記念日・誕生日御祝

10．幹事報告

11. 卓話 河地妙美様

12．閉会の点鐘
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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 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・佐伯 俊源 様（西大寺 清浄院住職）
・村上 幸信 様（株式会社ムラキ 代表取締役社長）

会 長 の 時 間

◇武藤会長

皆さんこんばんは。ご連絡事項がニ点ございます。まず2019-20年度
の我々のグループを担当されますガバナー補佐が、引き続き平城京Ｒ
Ｃの中窪さんに決定いたしました。もう一点は2019年度の決議審議会
への議案提出のご案内があり、何か良い案があればご提案いただきた
いと思います。最近よく新幹線に乗りますが、この頃新幹線の中がと
ても奇麗だなと思いました。列車から降りる方が、座席を戻して自分
のごみを皆さん持って出られております。見ておりますと、その中で
一番よくそういう事をされている方は、30代から40代くらいの比較的
若いサラリーマンです。ごみ、座席をそのままで出て行かれるのは、
我々年代が一番多いようで、「今の若い者は・・・」となかなか言え
ないなと思いました。本日皆さん方のテーブルに絵本を回させていた
だきました。1990年発刊で、東京新宿駅構内の朝から夜までの風景と
して紹介されておりますが、見ておりますと人がたくさんおられ、電
車の中のにはゴミがいっぱい落ちており、それを掃除する係りの方や、
酔っぱらいが寝ていたり、ホームでは駅員さんがほうき持って掃除さ
れ、たくさん落ちている吸い殻を一つずつ拾っておられます。我々の
年代はそのような光景を平気で見ておりましたが、日本もすっかり様
変わりしました。最近外国の方がたくさんお見えになり、マナーが悪
いところを見て、我々顔を顰めているわけですが、もう後20～30年す
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ると少しずつ変わっていくのかと思います。中高年の我々のご同輩の方々は、若い人に
見習ってとは言いませんが、昨今若い方のマナーが非常に良くなっておりますので、我々
もしっかりやっていかなければならない、そのようなことを新幹線の中で思いました。

委 員 会 報 告

◇指名委員会
小西委員長

・先週、定款・クラブ細則に基づき、次々年度会長の立候補者を
募りましたが、本日に至るまで立候補者はございませんでした。
本日をもちまして候補者の締め切りをいたします。尚、年次総会
一週間前の11月27日に次々年度会長候補者、次年度理事、役員を
発表させていただきます。

◇情報集会の件
中嶌副会長

・本日皆様の状差しに第2回情報集会の班別表を入れさせていただ
きました。テーマは「ロータリークラブの問題点」です。当クラ
ブがどのような方向性を持ってやっていくかという未来計画を考
えるために、各会員のお考えをお聞きしたいということで開催い
たします。ご都合の悪い方は他の班に変更いただき、変更前、変
更後の副班長にご連絡をお願いいたします。また当日のキャンセ
ルにつきましては会費ご負担となります。

◇ニコニコ委員会
吉田委員

・ニコニコ報告

◇出席委員会
成田委員

・出席報告

◇インターアクト委員会
弓場委員長

・11月10日、11日開催のインタ－アクトクラブ地区大会に参加し
てまいりました。明日14日午後5時より、第2回インターアクトク
ラブの例会が開催されます。ご参加いただけます方は、私か谷川
幹事までご連絡をお願いいたします。また12月16日（日）には認
証状伝達式が開催されます。多くの皆様のご出席をお願いいたし
ます。

幹 事 報 告

◇谷川幹事

・3月31日の地区大会は奈良で開催されます。
北河原ガバナー年度には、奈良県下すべてのクラブにご登録、
多くの方にお越しいただきましたので、当クラブからも多数の方の
ご参加をお願いいたします。



3

卓 話 ◇講師紹介：プログラム委員会 中村委員

卓話講師：西大寺清浄院 住職 佐伯俊源 様
タイトル：「大茶盛について」

南都七大寺に数えられる西大寺、主要な年間行事の中で有名なのは巨大な茶碗でお茶
を廻し呑みする「大茶盛式」です。大茶盛は延応元年(1239年)1月16日、叡尊上人が八幡
神社に献茶した余服を民衆に振る舞ったことに由来するもので、「戒律復興」を目指し
た叡尊上人が不飲酒戒の実践として酒盛の代わりに茶盛としたことと、「民衆救済」の
一貫として当時は高価な薬と認識されていた茶を民衆に施すという医療・福祉の実践、
そして最も重要な「一味和合」、これは同じ一つの味をともに味わって、和みあい結束
を深めるという意味ですが、これらの意義によって800年近く受け継がれてきました宗教
的茶儀であります。 （詳しくは動画をご覧ください。）

地区行事参加報告
◇インターアクト委員会 弓場委員長
インターアクトクラブ地区大会参加

・AYF（アジアンユースフォーラム）帰国後間もなしでしたが、
7名のアクターと平田顧問で参加いたしました。初参加でしたが、
京都の伝統工芸の体験にも積極的に参加し、すでにお友達の輪を
広げていたようです。プログラムを振り返り、班の意見を集約し
発表も立派に努めていました。初参加にもかかわらず、地区のア
クターの皆さんにすぐに溶け込み、終始楽しそうに交流を深めて
おり、生き生きとひときわ輝いて見えました。また、地区大会終
了後は、その大会を振り返り、分析し、みんなで意見を出し合っ
ていた姿にこれからの活躍が益々楽しみになってまいりました。
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◆例会変更のお知らせ◆

2018年12月 ■やまとまほろばロータリークラブ■
・12月6日(木)・・・家族忘年会の為、日時、場所変更

日時 12月8日(土) １８：００～
場所 帝国ホテル

※ビジター受付：12月6日(木)12:00～12:30
例会場（駅前グリーンビル3階 大和信用金庫駅前別館）

にて行います。

■橿原ロータリークラブ■
・12月14日(金)・・・忘年親睦家族会の為、変更

時間 １８：００～
場所 コンラッドホテル大阪

※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２７日（火）

卓話：奈良警察署 交通第一課長 警部 東 宏英 様

タイトル：「年末に向けた交通安全対策について

～交通事故を回避する安全運転～」

●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 39,000円 累計 1,124,000円
武藤廣茂 君 西大寺清浄院 佐伯住職様 本日の卓話楽しみにしています。

村上様、ようこそ例会にお見え頂きました。ごゆっくりして下さい。
谷川千代則君 佐伯様 本日の卓話よろしくお願いします。
増井義久 君 佐伯さん 本日はありがとうございます。
潮田悦男 君 前回欠席のおわびです。
梅谷裕規 君 11月2日38回目の結婚記念日お花のプレゼントありがとうございました。
小西敏文 君 村上社長、体験入会有難うございます。一日も早く正式入会をお願いし

ます。
中條章夫 君 ちょっとうれしい事がありました。ニコニコ
中村信清 君 西大寺僧侶の佐伯先生 本日の卓話よろしくお願いいたします。
吉田英正 君 前回は所属していた南都ジュニアクラブの卒業式で欠席致しました。

鎌倉さん、入会おめでとうございます。
ニコニコ協力 奥田哲也 君 國原正記 君 中奥雅巳 君 森山斗福 君

インターアクトクラブ 奈良女子大学附属中等教育学校インターアクトクラブ
理事会、例会の様子
・AYF（アジアンユースフォーラム）国際交流会議の報告
・来たるインターアクト地区大会について
・12月16日の認証状伝達式について
・今後の活動について
以上につき、アクターの皆さんは終始和やかに、しかし的
を射た的確な自分の意見を述べられていました。特に印象
深かったのは、式典の役割分担で「やりたい！」と積極的
に手が上がり最後はじゃんけんで決めるなど、とにかく前
向きなアクターたちにオブザーブされていたロータリアン
も目を細めておられました。


