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地区スローガン
ロータリーを学び、実践し、
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千代則

お 客 様 の ご 紹 介・菅原 達典 様（日和産業株式会社 工場長）
・長谷川 潤 様（日和産業株式会社）
会長の時間

RI第2650地区ガバナー
中川

基成

例会プログラム
第20回12月9日
通算1903回
家族親睦例会

◇武藤会長

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．次年度理事役員紹介
８．委員会報告
９．幹事報告
10．閉会の点鐘

皆さんこんばんは。いよいよ12月、師走に入ってまいりまして、毎
年のことですが非常に12月はせわしい感じでございます。皆さん方も
会社やお家の方で色々と行事が矢継ぎ早に来るのではないかと思いま
す。今日は12月にしては非常に暖かいですが、週末はまた冷えるよう
ですので、体に注意して師走を乗り切りたいと思います。今日は第6回
の理事会が開催され、ちょうど年度の半分が終わりましたが、またあ
と半分あるということでもございます。前半皆様方のご協力をいただ
き、奉仕事業もさせていただきましたが、まだまだ大きな事業も残っ
ておりまして、本当に道半ばというところでございます。引き続き皆
様方のご協力をいただきまして、実りある残り半年にしていきたいと
思いますので、何卒宜しくお願い致します。それでは理事会の報告を
させていただきます。まず報告事項です。米山奨学会の特別寄付は56
名の方から合計116万円のご協力、ロータリー財団の年次寄付は57名の
方から88万5千円のご協力をいただきました。本年度のベネファクター
は、谷川幹事と私の2名が協力させていただきます。続きまして審議事
項ですが、以下承認されました。まず本年度の鴟尾の会ゴルフ大会の
件ですが、私共がホストクラブとなっており、来年4月17日（水）柳生
カントリークラブで開催の予定です。
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例会状況報告
第19回 12月4日
通算1902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
５７名
◎本日欠席
２名
◎本日出席率９６．６１％
第17回 11月20日
通算1900回の修正
◎欠席者
７名
◎免除者の欠席者
７名
◎欠席者の補填者
１名
◎免除者の補填者
０名
◎出席率
８７．５０％

次に森山社会奉仕委員長から提案がありました献血協力の件ですが、これは近鉄奈良
駅ビル献血ルームに於いて、1月24日～27日の4日間、10時半～3時まで実施、例年になく
日程を長くとり、200名位の方からの献血を目標としております。皆様方のご協力をお願
い致します。次に来年3月30・31日の地区大会の件ですが、私共2014～15年度の北河原ガ
バナーの際、奈良県下クラブに全員登録をお願い致しまして、今回も同一県下の中川ガ
バナーですので、我々も全員登録とさせていただきます。またインターアクトクラブの
創立総会決算、12月16日の認証状伝達式予算につきましても承認されました。この日は
多くの皆様のご参加を宜しくお願い致します。最後に新入会員2名の推薦がございまして、
順次手続きを進めてまいります。理事会の報告につきましては以上です。有り難うござ
いました。
年次総会
◇武藤会長 只今から奈良大宮ロータリークラブ細則第5条第2節（ａ）に基づき年次
総会を開催いたします。クラブ細則第4条第1節（ａ）に基づき、会長が議長を務め
ます。本日の出席状況を清岡出席委員長お願い致します。
◇出席委員会：清岡委員長

会員総数63名、本日の出席者は57名です。

◇武藤会長 只今のご報告のように定足数の3分の1を満たしておりますので、本日の
年次総会は成立致します。細則第3条第1節（ｃ）に基づきまして11月27日に小西指名委
員長より、次々年度会長、次年度副会長、幹事、会計、5名の理事、会場監督の各候補者
の氏名が告知されました。あらためて小西指名委員長よりご報告お願い致します。
◇指名委員会：小西委員長
それでは次々年度会長、次年度理事、役員候補者のお名前を申し上
げます。お名前を呼ばれました方はその場でご起立をお願いします。
次々年度会長 多田
実 君
次年度副会長 宮西 正伸 君
幹事 倉田 智史 君
会計 堀内 眞治 君
理事 佐川
肇 君 ・髙野 治 君 ・平方 貴之 君
門脇 伸幸 君 ・鈴木 譲 君
会場監督 武中 洋勝 君
以上でございます。
◇武藤会長 只今小西指名委員長より発表されました候補者の方々に異議のある方はい
らっしゃいますでしょうか。－異議なし－ なければ皆様の拍手をもちまして賛成と
させていただきます。－拍手－ それではこの議案につきまして成立致しました。
これをもちまして年次総会を終了致します。次々年度会長に選ばれました多田さん
よりご挨拶いただきたいと思います。
◇多田次々年度会長
伝統ある奈良大宮ロータリークラブを一層発展させるために頑張
りたいと思います。そのためには皆様のご協力が必要ですので、
是非ともご協力の程よろしくお願い致します。

◇指名委員会：小西委員長
ざいました。

以上をもちまして指名委員会を解散致します。有り難うご
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委員会報告
◇出席委員会
成田委員

◇ニコニコ委員会
鎌倉委員

・出席報告

・ニコニコ報告

◇職業奉仕委員会

多田委員長

・職業奉仕委員会を家族親睦例会前の3時より開催致します。
よろしくお願い致します。

◇雑誌広報委員会 野末委員長
－ロータリーの友 読みどころ－
・まず縦組のＰ20、俳壇に飯田先生の句が載っております。
横組みではＰ7からの子どもサイエンス実習、Ｐ16からの命と心
をつなぐ活動、また縦組みのＰ19のカニカマなどが興味深い記
事でしたので是非お読みください。

◇親睦活動委員会

水野委員長

・本日皆様の状差しに第2回家族親睦例会の送迎バスのご案内を
入れさせていただきました。午後4時10分、15分、30分、関西アー
バン銀行奈良支店前より出発致しますのでご集合よろしくお願
い致します。

◇未来計画委員会および地区広報委員会

髙野委員長

・先々週からご案内申し上げておりますクラブの現状調査です
が、本日で締め切りとさせていただきます。まだご提出いただ
いておりません方は、受付にボックスを置いておりますのでご
投函お願い致します。また本日皆様の状差しにロータリーダイ
ニング2018－2019を入れさせていただきました。当クラブの食
に関わっておられるメンバーに、ご協力いただきましたこと御
礼申し上げます。これは北河原ガバナーの時に、私の前の広報
委員長が始められ、4年ぶりに作成致しました。食を通じて広報
もできればということで是非ご覧いただきたいと思います。
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◇前年度

堀内幹事

・本日皆様の状差しに前年度の年間報告を入れさせていただき
ました。9月から作成にかかりまして、ようやく皆様方にお配り
することができました。この年間報告で前年度幹事の仕事も終
了かと思います。皆様本当にご協力いただきまして有り難うご
ざいました。

幹事報告

◇谷川幹事
・マイロータリー登録状況が44％です。登録まだの方は登録のほど
よろしくお願いします。登録方法わからない方は髙野委員長もし
くは野末委員長にお聞きください。
・次回例会は12月9日の家族親睦例会です。11日火曜日の例会はご
ざいません

卓話

◇講師紹介：プログラム委員会

鈴木委員長

卓話講師：日和産業株式会社 工場長 菅原達典 様
タイトル：「飼料ができるまで」
家畜向け飼料製造のリーディングカンパニーである日和産業株式会社工場長の菅原様
をお迎えして、飼料原料を調達して飼料を製造し出荷するまでを説明していただきまし
た。日和産業株式会社は大正13年に創業し、日本で初めて配合飼料の製造を始めた会社
です。現在、配合飼料の原料はトウモロコシが圧倒的に多く、原料の大半は外国より輸
入しています。原料のほとんどは船で輸入され、サイロと呼ばれる貯蔵タンクに入れら
れます。その後はすべてコンピューター管理で粉砕、配合され出荷されます。高品質で
安価な配合飼料を安定供給することによって、日本の食生活を支えております。
（詳しくは動画をご覧ください。）
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ニコニコ箱
武藤廣茂

君

谷川千代則君
増井義久 君
植村将史 君
潮田悦男 君
楠原忠夫
鈴木 譲
辻本和弘

君
君
君

藤井正勝

君

弓場裕史

君

吉田英正 君
ニコニコ協力

合計

75,000円

累計

1,257,000円

先日、19年間かかってやっと西国33ヶ所、満願の寺、谷汲山華厳寺に
行って来ました。これで今年亡くなった母の供養が少しでも出来た気が
しました。ありがとうございました。日和産業 菅原様 本日の卓話宜
しくお願いします。
菅原様 本日の卓話よろしくお願いいたします。
ロータリーダイニング発刊おつかれさまでした。
きれいなお花を送っていただきました。ありがとうございます。
来年の創立40周年記念例会に、ハワイのミリラニサンライズロータリー
クラブより、会長のNEKOTA氏御夫妻、会員のSAITOH氏御夫妻が参加して
下さいます。皆様よろしくお願いします。
川端さん 先日は大変お世話になりました。ありがとうございます。
日和産業菅原様 本日の卓話よろしくお願いいたします。
生まれて初めての入院生活から、復帰しました。また、遅くなりました
が、前月の結婚記念日のお花ありがとうございました。
本日、前年度の年間報告を配布させて頂きました。これをもって前年度
の最終となります。誠にご協力いただきありがとうございました。また、
堀内様 一年間大変お世話をおかけしました。感謝申し上げます。
12月16日（日）インターアクトクラブ認証状伝達式 女子大附属中等教
育学校にてお待ちしております。よろしくお願い申し上げます。
週末の家族親睦例会、親子四名でお世話になります。
市田富久夫君 清岡善教 君 國原正記 君 倉田智史 君
多田 実 君 野末勝宏 君 平方貴之 君 堀内眞治 君
宮坂勝紀 君 宮西正伸 君 南谷正仁 君 森山斗福 君

◆例会変更のお知らせ◆
2018年12月

■奈良ロータリークラブ■
・12月20日(木) ・・・
忘年親睦家族会の為、時間変更
時間 16：00～17：00
場所 奈良ホテル「金剛の間」
※ビジター受付：12月20日(木)12：00～12：30まで奈良ホテル
にて行います。

2019年1月

■奈良西ロータリークラブ■
・1月3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。
・1月10日(木)・・・移動例会の為、場所変更
場所 霊山寺
※ビジター受付：同日午後5：30～午後6：00まで
奈良ロイヤルホテル１Fフロント横にて
・1月24日(木)・・・例会内容変更
内容 第3回クラブアッセンブリー開催
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。
・1月31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。
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■やまと西和ロータリークラブ■
・1月1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。
・1月8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。
・1月15日(火)・・・新年家族例会の為、日時場所変更
日時 1月19日(土)
場所 京都方面
※ビジター受付：1月15日(火)まさごビル1F 12時～12時30分まで
行います。
■やまとまほろばロータリークラブ■
・1月3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■
・1月7日(月)・・・新年例会の為、時間、場所変更
時間 １８：００～
場所 西大和さえき
※ビジター受付：12:00～12:30 奈良プラザホテル１Fロビーにて
行います。
・1月14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。
■大和高田ロータリークラブ■
・1月１日(火)・・・休会（定款細則第7条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。
■奈良東ロータリークラブ■
・1月2日(木)・・・休会（定款細則
※ビジター受付：行いません

例会日変更
次回の例会

8-1-Cによる）

次週12月11日(火)は、12月9日(日)に振替のため行われません。
２０１８年１２月１８日（火）
卓話：奈良栄養サポートセンター 弓場由起子 氏
タイトル：「高齢者の食事について」

●会報・IT委員会/宮西正伸
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辻本和久

西村甲児

南谷正仁

西本隆一

webmaster/宮西正伸

