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例会状況報告

第17回 11月20日
通算1900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 ４８名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８５．７１％

第15回 11月6日
通算1898回の修正

◎欠席者 ５名
◎免除者の欠席者 ５名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９１．３７％

例会プログラム

第18回11月27日
通算1901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．指名委員会

８．委員会報告

９．幹事報告

10．卓話 東宏英様

11. 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・河内 妙美 様（日本ロータリーEクラブ2650、
地区グローバル補助金委員長）

会 長 の 時 間

◇武藤会長

皆さん改めましてこんばんは。本当に朝晩めっきり冷えこみ、あと
一か月少々で、おめでとうございます、と言わないといけないような
季節になりました。皆様方お風邪などお召しにならないように、お気
をつけていただければと思います。

今年度初めて未来計画委員会をアドホックで設置し、クラブをどの
ような形で持続可能な良いものにしていこうか、委員長をはじめ委員
会の皆様方とお話をさせていただきました。その一環といたしまして、
本日はアンケートということで、皆様方の状差しに入れさせていただ
きました。やはりクラブの将来をいつも見つめながら進めていきませ
んと、人数もそうでございますし、クラブの内容もあっという間に劣
化してしまうということもございます。そのようなことで常に会員皆
様のご意見をいただきながら、良い方向に改革する必要もあるのかと
思いますので、よろしくお願い致します。

報告ですが、辻本和弘会員が虫垂炎になられまして手術をされまし
た。お見舞い等あろうかと思いますが、まだ本日手術されたばかりで
ございますので、まずはお知らせだけさせていただきます。
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委 員 会 報 告

◇未来計画委員会 髙野委員長
・本日皆様の状差しにアンケートを入れさせていただきました。
提出期限は12月4日の例会までとしております。受付に投かん箱を
用意いたしておりますので、皆様から忌憚のないご意見、情報を
いただきまして、立派な未来計画を作成したいと思います。ご協
力の程よろしくお願いいたします。

◇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
・12月16日（日）14時より、インターアクトクラブ認証状伝達式
を奈良女子大学附属中等教育学校、多目的ホールで開催させてい
ただきます。お一人でも多くの方に、ご一緒にお祝いいただけれ
ば幸いです。また先日11月14日（水）、第2回インターアクトクラ
ブの例会が開催されまして、例会では認証状伝達式の次第などを
話し合っておりましたが、皆さん積極的に発言され、大変前向き
姿勢でおられました。

賀 寿 御 祝（松岡 嘉平治会員、2650地区内最ご高齢）

◇松岡会員ご挨拶 私は大正9年11月18日生まれでございまして、先日の18日で満98歳と
なりました。小西会員が2650地区でお調べいただきましたところ、最高齢になっておる
ようでございます。以前にも申し上げましたが、健康でいるということが一番大切であ
ると思います。皆様方も健康に留意されまして、一日でも長生きしていただくようにと
思います。私が大宮ロータリーに入会させていただきましたのは、箸尾さんがチャーター
をされておられた時に、再三お誘いいただきまして、その時はまだ現役ですのでもう少
し待ってほしいと言って、5年後に入会させていただいたということでございます。現在
も奈良県農業共済組合の会長をさせておりまして現役でございます。やはり生きている
以上は現役でなければならない、これは私のモットーでございますが、皆様も十分健康
に留意され、社会のために、やはりこの世に生まれてきた以上、何か社会のためになる
ようなことをやらなければならないと思っております。今後ともご声援の程よろしくお
願いいたします。有り難うございました。
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11月お誕生日・結婚記念日

乾 杯 ◇中嶌副会長

昨日の報道で日産のゴーン会長の役員報酬が5年間で98億円と非
常に多額で驚いております。そこでお釈迦様の言葉を思い出しま
した。ヒマラヤの山を金に化しても、一人の人の欲望を満たすこ
とはできない。またお金と幸福という記載があります。お金があ
る故に身を持ち崩し、夫婦別れをする方もおられれば、お金がな
くても夫婦仲良く幸福に暮している方もおられる、人生はお金の
多少で幸福は決まらない、結局お金を持つ人の心次第で毒にもな
り薬にもなる、人間はお金に使われると不幸になり、お金を清く
使えば幸福になるとのことでした。では、本日お誕生日、結婚記
念日をお迎えの皆様、決して身を持ち崩すことのないように、ま
たご夫婦が仲良く健康でおられることを祈念いたしまして乾杯し
たいと思います。乾杯！

★お誕生日★
南谷正仁 君
中嶌 大 君
松岡嘉平治君
佐川 肇 君
中井一男 君

★結婚記念日★
梅谷裕規 君
南谷正仁 君
倉田智史 君
門脇伸幸 君
辻本和弘 君
水野憲治 君
中奥雅巳 君
成田和哉 君
中井一男 君
西村甲児 君

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・ＲＡＣニュース配布のご案内。
・1月22日（火）に創立40周年記念式典を実
施いたします。会員・奥様宛の案内状を今週
郵送いたします。また、太宰府ロータリーク
ラブ、東京恵比寿ロータリークラブ、ハワイ
のミリラニサンライズクラブからも沢山お越
しいただく予定です。23日は観光とゴルフを
予定しておりますのでご協力宜しくお願いい
たします。

米 山 奨 学 金 授 与

ガルブジャ、プルナ プラサッド君
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卓 話

卓話講師：河地妙美 様
タイトル：「グローバル補助金を活用して行うロータリーの奉仕プロジェクト」

現在、世界のロータリークラブで関心度が上がっております、グローバル補助金を活
用して行う奉仕活動には、人道的奉仕事業、職業研修チーム派遣、奨学金がございます
が、いずれも①平和と紛争予防、②医療と疾病予防、③水と衛生、④母子の健康、⑤識
字率と基礎教育の向上、⑥経済と地域社会の発展、以上6つの重点分野のいずれかにに該
当し、2ヶ国のクラブが協力すること、30,000ドル以上の予算のプロジェクトが対象になっ
ており、特に成果の持続性が要求されます。事業を進めるに当たりましては、地域の調
査と綿密な計画が必要で、現地のロータリークラブと地域社会・住民、専門協力団体が
一致協力することが必要で、特に事業に対する情熱を持ち続けることが大切です。
ロータリークラブには、国際協力により地域社会・国際社会のニーズに応え、将来にわ
たり良い影響を与えることが期待されています。現在、奈良大宮ロータリークラブさん
は、ネパールでの教育事業に取り組もうとされておられますが、応援いたしております。

（詳細は動画をご覧ください。）

卓 話 講 師 紹 介 ◇ロータリー財団常任委員会 福本委員長

本日第3回のクラブ討論会はロータリー財団委員会が担当です。
先程会長からもお話しいただきましたが、本年度はグローバル補
助金を使っての奉仕プロジェクトを考えております。そこでその
申請等に於きましても、本当にご尽力いただいております、2650
地区グローバル補助金委員長の河地 妙美様にお越しいただきまし
て、お話しいただくことになりました。河地様は現在アトリエを
経営をされております。地中海沿岸地域のリサーチをもとに、
1990年よりスペイン、イタリア、ギリシャの各政府機関に於いて
スポークスパーソンを務められました。イタリア、ドイツに在住
の後、帰国後2004年に京都西南ロータリークラブにご入会、その

後日本ロータリーＥクラブに移籍されました。2650地区ではＧＳＥ委員長、国際奉仕副
委員長、ＶＴＴ委員長などを歴任されております。
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地区行事参加報告

◇職業奉仕委員会 多田委員長
地域別職業奉仕担当者懇談会（奈良県）が2018年10月23日、

橿原市コンベンションルームで開催され、谷川幹事と出席しま
した。地区職業奉仕委員会中島 健委員長の挨拶に続き中窪啓司
ガバナー補佐が挨拶された後、中島委員長からＲＩ職業奉仕の
最新情報の紹介があった後、2つのグループに分かれ、事前に出
されていた質問に沿ってリーダーが進行役を務めるそれぞれ参
加者が議論をするというＲＬＩ方式で行われました。

参加して一番感じたことは、ＲＩの職業奉仕に対する考えが
変遷し、「職業奉仕はロータリーの金看板」という理念が次第
に薄れて行き、ロータリーから職業奉仕という考え方が無くな
り、社会奉仕に埋没するようになっている点です。今回の懇談
会に参加して、この点が一層気がかりとなり、今後の動向を注
視して行きたいと思いました。

◇国際奉仕セミナー 谷川幹事
11月25日（日）、国際奉仕セミナーに倉田

副幹事とともに参加してまいりました。一部
ではハンブルグ国際大会への参加依頼が中心
で、ハンブルグの町の紹介、登録方法等の説
明もありました。二部では国際奉仕に積極的
に取り組んでいるクラブの事例紹介が中心で、
伏見ロータリークラブのカンボジアでの教育
支援での準備、クラブの一体感が非常に参考
になりました。

◇指導者研修セミナー 武藤会長
11月24日（土）、地区研修委員会主催の指

導者研修セミナーが、京都商工会議所に於い
て開催されました。セミナーの内容は下記の
とおりです。
＊青少年保護について 地区青少年奉仕委員長

石原 久歳
青少年交換やその他の青少年プログラムに

おいて、青少年に肉体的、性的、精神的な被
害を与えた場合は、加害のメンバーの退会だ
けでなくクラブの活動停止や終結（認証取り
消し）になる場合が発生するように変更され
ました。
＊各青少年プログラムの事例発表
ローターアクト 地区ローターアクト代表

庄司 博洋さん
インターアクト 京都市立西京高等学校

付属中学校IAC会員 北島 澪さん
夏季研修報告 東北震災７年後を見学研修
青少年交換 青少年交換学友 市川 真帆さん

［ベルギー 2013～2014年度］
RYLA RYLA学友 米田 祐馬さん
地区学友「ロータリーフェローズ2650」に
ついて 地区学友会長 吉岡 毅さん

（IA ・RYLA学友・現役RAC会長）
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◆例会変更のお知らせ◆

2018年12月 ■京都山城ロータリークラブ■
・12月12日(水)・・・日にち、場所変更

日にち 12月15日（土）
場所 奈良ホテル

※ビジター受付：12月12日（水）12：00～12：30まで、
京都府立けいはんなホール1Fにて行います。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・12月27日(木)・・・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。

■大和郡山ロータリークラブ■
・12月24日（月・祝）・・・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。

・12月31日(月)・・・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。

■大和高田ロータリークラブ■
・12月25日(火)・・・家族親睦例会の為、日にち、場所変更

日にち 12月23日（日）
場所 シェラトン都ホテル大阪

※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１２月４日（火） 年次総会
卓話：菅原 達典 氏 所属：日和産業 工場長

タイトル：「飼料ができるまで」

●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 31,000円 累計 1,155,000円
武藤廣茂 君 河地委員長様、ようこそご来訪頂きました。本日の卓話よろしくお願い

致します。
谷川千代則君 河地様 本日の卓話よろしくお願いします。
松岡嘉平治君 98歳の誕生日を無事に迎えることが出来ました。
増井義久 君 松岡さん、98才の誕生日おめでとうございます。100才たのしみにして

います。
金星 昇 君 松岡様、九十八才 誕生日おめでとうございます。目標にしています。

御自愛下さいまして、何時迄もお元気で・・・。
中井一男 君 お祝い戴けるようでありがとう御座います。このクラブで3番目に古く

なりました。
成田和哉 君 11月23日に結婚11周年となります。みなさまのおかげです。
宮西正伸 君 RI第2650地区 河地グローバル補助金委員長、本日は有り難うござい

ます。
山口尚紀 君 みなさま、平素は会員増強にご協力ありがとうございます。引き続き、

宜しくお願い致します。
西村甲児 君 ニコニコ協力


