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例会状況報告

第28回 2月12日
通算1911回

◎会員総数 ６５名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

１９名
◎本日出席 ４７名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８５．４５％

第26回 1月29日
通算1909回の修正

◎欠席者 ３名
◎免除者の欠席者 ４名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 ９５．０８％

例会プログラム

第29回2月19日
通算1912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．委員会報告

８．幹事報告

９．卓話 石川和秀 様

10. 閉会の点鐘
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ロータリーを学び、実践し、

発信しよう；Enjoy Rotary
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奈良大宮ロータリークラブ
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－ クラブ創立４０周年 －
クラブテーマ

「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

会 長 挨 拶

◇武藤会長

皆さんこんばんは。昨日新聞を見ておりますと、堺屋太一さんがお
亡くなりになったということで、皆様もご存知のように大阪万博を手
掛けられたり、団塊の世代という言葉を作られたということで、ちょ
うど私が団塊の世代でございまして色々と思うところもございます。
話は変わりますが、昨日は建国記念の日でございました。ちょうど平
成も今年で終わりまして、皇太子殿下が第126代の天皇に即位されるわ
けですが、建国記念といいますのは、明治時代に定めた紀元節といわ
れておりましたが、ちょうど2月11日に初代の神武天皇が即位されたと
いうことをもとにしております。その後の戦争により日本はGHQに占拠
され、当時の天皇制は軍国主義に繋がるということで、建国記念の日、
紀元節は認められませんでした。その後昭和23年の祝日の改訂を経て、
昭和41年にようやく紀元節が建国記念の日と認められたということで
す。これは認められるまでに、ちょうど私は大学の２年生くらいでし
たが、建国記念の日は、いわゆる紀元節に繋がって天皇制に帰り、軍
国主義に戻る、また悪い日本に帰る、と国会で大騒ぎされ、私の父親
がずっと、「情けない事やなあ」と言ったことを覚えております。

お 客 様 の ご 紹 介

・増尾 朗 様（RI第2650地区 学友委員会 委員 奈良RC）
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ロータリーフェローズ2650 PR

◇RI第2650地区 学友委員会
増尾 朗 委員

ロータリー学友の定義が2015年10月のRI理事会に於いて、ロー
タリーの様々なプログラムを経験した人となりました。これを契
機に2650地区でも今まで青少年プログラムを中心に経験いただき
ました方に、ロータリーとの絆を繋ぎ、交流を続けていただく組
織として、地区学友会（ロータリーフェローズ2650）を設立致し
ました。対象者はIAC・RACのOB、元青少年交換学生・RYLA受講生・
米山奨学生、ロータリー財団プログラム参加経験者です。活動内
容は様々なRCの活動をメールにて案内、参加可能であることを伝

える、年一回の総会の開催、昨年10月には北河原パストガバナーに大変お世話になりま
して、奈良に於いてエクスカーションを行いました。学友会は現在337名在籍しておりま
す。奈良大宮RCに於かれましては、本年度のIAC設立、90年代の青少年交換事業、米山奨
学生のお世話、RYLAへの派遣など積極的にご活動いただいておりますので、是非ともメ
ンバーをご紹介いただき、ロータリーと学友会メンバーとの絆を繋げていただきたいと
思います。何卒宜しくお願い致します。

日本書紀や古事記などには神話のようなことも入っており、戦前は歴史の教科書に天
照大神から載っていたということで、事実関係はともかくとして、どこの国でもいわゆ
る国の起源というのは大切にしているところがあると思います。ですから建国記念の日
は建国をしのび、国を愛する心を養うために祝日にすると書いてありますが、国家が存
続していくことを皆で祝い、喜び合う、こういう日があってもいいと私は思います。こ
のような話は私や私の上の方は十分に分かっている、そういうことだと思っておられる
と思いますが、我々団塊の世代として、我々より若い方に今の建国記念の日も一朝一夕
になったのではない、いわゆる日本も戦争に負けて様々な弾圧とは言いませんが、その
ようなことが許されなかった時代があり、様々な思いがあって、やっと国の起源となる
ような日が制定されたということを知っておいていただきたいと思いましたので、今日
は少し硬い話になりましが皆様にお話させていただきました。有り難うございました。

ロータリー財団寄付認証

・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（MPHF） ・ベネファクター

MPHF6 北河原公敬 君 MPHF4 中嶌 大 君 小西 敏文 君
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委 員 会 報 告

◇ニコニコ委員会
藤川委員

・ニコニコ報告

◇出席委員会
城田委員

・出席報告

中嶌副会長
・皆様の状差しに第3回情報集会班別表を入れております。今回
は会員歴の順番で班を分けており、各班均等に会員歴の古い方か
ら新しい方までとなっております。髙野未来計画委員長との話も
ありまして、テーマは「奈良大宮ロータリークラブ 斯ありたい」
とし、当クラブをどのような方向にするか話し合っていただきた
いと思います。多くの方のご出席をお願い致します。

MPHF3 石野 捨雄 君 福本 良平 君 MPHF2 谷川千代則 君 倉田 智史 君

MPHF1 山口 尚紀 君 西本 隆一 君 ベネファクター 谷川千代則 君
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◇社会奉仕委員会
森山委員長

・2月11日（月）、第2回社会奉仕委員長会議がリーガロイヤルホ
テル京都で開催され、私と次年度会長、幹事、理事1名の4名で参
加致しました。テーマは継続事業の進化、市民参加の奉仕事業と
いうことで、2650地区の4クラブから発表があり、大変参考にな
りました。次年度にも繋げていただきたいと思います。

◇インターアクト委員会
弓場委員長

・2月10日（日）、インターアクトクラブ提唱RC委員長並びに提
唱校顧問会議が開催され、顧問の平田先生とともに出席致しまし
た。内容は地区インターアクトクラブ委員会の本年度および次年
度の活動、夏季研修の内容説明とともに、危機管理について長く
時間を取られ、青少年の皆様と活動を共に致しますので、RIから
出されております青少年保護の手引を遵守するよう強く伝えられ
ました。

◇未来計画委員会
髙野委員長

・当クラブ未来アンケートの件ですが、提出期限が来週の例会ま
でとなっております。今回はご記入いただく覧もあって大変であ
ると思いますが、偏った傾向にならないよう、多くの方にご提出、
ご意見をいただきたいと思います。何卒よろしくお願い致します。

◇親睦活動委員会
梅谷副委員長

・先週もお伝えしましたが、新入会員歓迎会を来週の例会終了後、
18：40～20：00まで、例会場に於いて開催致します。多くの方の
ご参加をよろしくお願い致します。

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・RYLA申し込みございましたら2月19日（火）までに谷川まで連絡
お願い致します。

・地区大会の最終確認を回覧しております。ご確認お願い致します。
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会 員 卓 話 ◇卓話者：鎌倉 美知子 会員

奈良大宮ロータリークラブに入会させていただきまして3ヶ月が経ちました。この三ヶ
月で皆さんに一番よく言われましたことは、女性会員が一人で大変じゃないですかとい
うことです。私は実際なにも思っておりませんし、女性一人ということを気になりまし
たら入会致しておりません。入会致しましてからの皆さんの印象は、一つ目は優しく親
切です。二つ目は色々なことに余裕があるように見えます。三つ目はおしゃれで格好い
いということです。私のクラブでの役割は、女性会員第一号ですので辞めないことだと
思っております。ですから無理をせず楽しんで、皆さんと仲良くしたいと思っておりま
す。私の現在はまっていますことは、一つ目が筋トレです。先日測りましたところ、体
年齢は25歳ということでした。二つ目はアロマです。アロマは感情をコントロールでき、
気分が落ち込んでいる時でもすっきりさせる効果があります。三つ目は潜在意識に関す
る勉強です。様々な勉強を致しますと、困難に出会った時も解決でき、逆に楽しくもな
ります。

私は社会保険労務士ですが、社労士は労働関係、社会保険関係の専門家で、人に関わ
ることは何でもやります。平成24年に資格をとりまして、父の事務所に勤務しており、
もうすぐ10年になります。近年、企業で問題になりやすいのが未払い残業問題です。問
題にならないように予防するのが社労士の仕事です。また私が力を入れておりますのは
教育研修です。管理職の部下へのかかわり方が大切ですが、従業員さんのモチベーショ
ンを上げるためには、マッチ棒に例えますと、常に火を点け続けることが必要だと思い
ます。そのためには管理職の方の人を認める力を伸ばす研修や、褒める力を伸ばす研修、
傾聴の研修などにより、管理職の方にまず火を点け続けなければならないと感じており
ます。今年は父の事務所の法人化、事業承継、クラウド化、ペーパーレス化に取り組み
たいので、是非詳しい方は教えてください。これからも宜しくお願い致します。

（詳しくは動画をご覧ください。）

地区行事参加報告

◇2月9日（土）地区ロータリー財団補助金管理セミナー
13：30～16：00 於 京都商工会議所
・次年度の地区補助金申請に関する説明、グローバル補助金の概要説明があり、
次年度増井会長、倉田幹事、佐川理事が出席致しました。

◇2月10日（日）インターアクトクラブ提唱クラブ委員長並びに提唱校顧問会議
13：30～16：30 於 ザ・パレスサイドホテル
・内容は委員会報告に記載。インターアクト委員会 弓場委員長

◇2月11日（月）第2回地区社会奉仕委員長会議
13：30～17：00 於 リーガロイヤルホテル京都
・内容は委員会報告に記載。社会奉仕委員会 森山委員長
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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 鎌倉美知子 webmaster/宮西正伸

次 回 の 例 会 ２０１９年３月５日（火） 卓話

ニコニコ箱 合計 38,000円 累計 2,313,000円
増尾 朗 様（奈良RC）第2650地区ロータリーフェローズのPRでお時間頂き有難う御座

います。宜しくお願い申し上げます。
武藤廣茂 君 昨日までの連休で、孫達と40数年ぶりにスキーに行って来ました。

家族で一番うまかったのは私です。時空を超えて、今もバッヂ2級の腕前
は輝いておりました。チョットした自慢です。
※記念のお花贈って頂きありがとうございました。

谷川千代則君 鎌倉さん本日の卓話よろしくお願いします。
鎌倉美知子君 本日、卓話をさせていただきます。ありがとうございます！！
辻本和弘 君 本日49回目の誕生日を迎えることができました。昨年は、入院したりと

災いが多かったので、今年は良い1年になればと思います。
中嶌 大 君 先月末少しうれしいことがありました。本日鎌倉さん会員卓話よろしく

お願い致します。
宮西正伸 君 鎌倉さん本日の卓話楽しみにしております。
吉田英正 君 鎌倉さん、本日の卓話愉しみにしております。

ニコニコ協力 奥田哲也 君 河野里志 君 森山斗福 君 山口尚紀 君

◆例会変更のお知らせ◆

2019年3月 ■奈良東ロータリークラブ■
・3月13日(水)・・・生駒RCとの合同例会の為、臨時変更

日時 3月13日(水) 18：00～
場所 あやめ館

※ビジター受付：行いません。

■奈良西ロータリークラブ■
・3月14日(木)・・・例会内容変更
内容 第2回クラブフォーラム開催
※ビジター受付：行いません。

・3月21日(木)・・・休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：行いません。

2019年4月 ■奈良西ロータリークラブ■
・4月11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17：30～18：00まで奈良ロイヤルホテル

１Fフロント横にて行います。

・4月18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。


