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例会状況報告

第30回 3月5日
通算1913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 ４９名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８５．９６％

第28回 2月12日
通算1911回の修正

◎欠席者 ３名
◎免除者の欠席者 １０名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９４．５４％

例会プログラム

第31回3月12日
通算1914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．クラブ討論会

（社会奉仕委員会担当）

10. 閉会の点鐘
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■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
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■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。修二会の行事が始まりまして、だんだん春めい
て、ここ2～3日本当に温かい日が続いております。ところで先週の例
会は休会でしたが、東京恵比寿RCとの交換卓話がございまして、当ク
ラブから合計16名と多くの方に参加いただき、創立40周年度の取り組
みについて卓話をさせていただきました。東京恵比寿クラブさんでは、
2週間前に新国立競技場を設計されました隈研吾さん、2週間後は日本
商工会議所会頭の三村明夫さんが卓話講師ということで、さすがだな
と感じました。例会後の懇談会では我々メンバー全員で参加、東京恵
比寿クラブさんからも同じくらいの人数の方が参加いただきました。
友好クラブにつきましては、自クラブの事業に追われまして、ついつ
い疎遠になっていくということもございます。ご縁がありまして締結
をしておりますので、できればお互いに何か接点を持ちながら、長く
続けていければと改めて感じました。遠藤会長様にもその旨をお伝え
し、もう少し親密に、また様々な事業も共同でやっていければとお話
させていただきました。

続きまして本日理事会がございましたのでご報告させていただきま
す。報告事項ですが、RYLAの受講生につきまして、谷川幹事の社員様
がご参加されることになりました。
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委 員 会 報 告

◇ニコニコ委員会
吉田委員

・ニコニコ報告

◇出席委員会
奥田副委員長

・出席報告

◇職業奉仕委員会
多田委員長

・3月23日（土）奈良文化会館に於いて、よろず相談を13:00～17:
00まで開催致します。相談を受ける相談員と、お手伝いいただけ
ます方を募集しております。沢山の皆様のご参加をお願い致しま
す。尚、ご出席いただきました方はメークアップ扱いとなります。

◇社会奉仕委員会
森山委員長

・次週のクラブ討論会では、今後取り組んでいきたい社会奉仕活
動、継続的な社会奉仕活動について討論いただきたいと思います。
皆様のお席に2650地区の各クラブが継続されておられる社会奉仕
活動の資料を置かせていただきましたので、ご覧いただきまして、
次週の討論会では沢山のご意見をいただければと思います。宜し
くお願い致します。

また先日開催されました県下RC親睦ゴルフ大会の会計報告で、残ったお金の325,239円は
ロータリー財団に寄付されたということです。審議事項では、職業奉仕委員会からの3月
23日（土）、奈良県文化会館で開催のよろず相談事業の件、米山奨学生のプラサット君
が2年契約のため、カウンセラーを昨年に引き続き野﨑会員にお願いする件、入会候補者
2名について手続きを進める件、藤井会員からの出席規定免除申請について承認されまし
た。以上でございます。

◇雑誌・広報委員長
野末委員長

・「ロータリーの友」読みどころ
今月は水と衛生月間となっておりますが、東日本大震災の話も縦
組のP22、横組みのP28など多く載っております。その他、縦組で
はP16の合同家族例会開催の記事、P19卓話の泉の歯と健康の記事、
横組みではP19からマーク・マローニーRI会長エレクトのインタビュー、
またP25には佐竹ガバナーエレクトがコメントを載せておられます。
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会 員 卓 話 ◇卓話者：潮田悦男会員
タイトル：「国際奉仕の光と陰」

2650地区WCSの主なポリオ根絶活動は、モンゴルから始まって2018年のトンガ王国まで、
主に太平洋の西と南の地域で行われてきました。ポリオは発症してしまいますと治療法
はなく、ワクチンによってのみ予防ができます。ポリオウイルスは経口感染で人体に侵
入し，特に乳幼児が罹患しやすくなっております。これまで2650地区のポリオミッショ
ンでは、生ポリオワクチンを使って予防活動をしてきましたが、最近の日本では不活化
ポリオワクチンを使っております。WCSの活動はポリオだけではなく、教育支援や職業奉
仕にも関連し、日本のロータリークラブが外国に小学校を作ったこともあります。最近
では活動の成果もあり、ポリオはほとんど治まってまいりましたので、これからのWCSは
他の風土病や感染症にも活動を広げていかなければならないと思っております。

（詳しくは動画をご覧ください。）

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・地区大会の交通手段の件ですが、自家用車で行かれます方は、
私か事務局にご連絡をお願い致します。

・中條会員から勤務先変更のご連絡があり、株式会社 ビジネスショッ
プやまと、不動産管理のお仕事に移行されたということです。

地区行事参加報告 ◇報告者：倉田副幹事

3月2日（土）13:00～16:30京都リサーチパークに於きまして、会員増強アクション会
議か開催され、清岡会員とともに出席致しました。「会員増強とクラブ戦略計画」と題
し、基調講演を第3ゾーンロータリーコーディネーターの高島 凱夫氏（2660地区2012－1
3年度ガバナー 大阪中之島RC）にいただき、その後会員増強アンケート集計をもとに全
体会議が行われました。会員増強について、効果がすぐに出る対策や工夫をされている
クラブと、そうではないクラブの差がはっきりしており、こう着状態に陥っているクラ
ブも見受けられました。また若い会員が多いクラブの方が会員増強にも効果的であると
感じました。
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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

ニコニコ箱 合計 68,000円 累計 2,431,000円
武藤廣茂 君 先週の東京恵比寿RCへの交換卓話例会には、多数のメンバーの参加を頂

きありがとうございました。今後も友好クラブとして関係を密にしてい
きたいと思っております。

谷川千代則君 東京恵比寿交換卓話に出席いただいた皆様ありがとうございました。
潮田先生 本日の卓話よろしくお願いします。

増井義久 君 3月4日(月)NHKの「旬感☆ゴトーチ」に出演させていただきました。
生番組は初めてで大変緊張しました。来週は川田裕美さんが来られます。

佐川 肇 君 今日は花粉が一杯、ティッシュ一箱があっという間になくなります。
早くこの季節が過ぎてほしい。

吉田英正 君 先日2/19の歓迎会有難うございました。

ニコニコ協力 奥田哲也 君 門脇伸幸 君 川端 昇 君 國原正記 君
倉田智史 君 河野里志 君 鈴木 譲 君 中村信清 君
野末勝宏 君 藤井正勝 君 堀内眞治 君 水野憲治 君
南谷正仁 君 宮坂勝紀 君 宮西正伸 君 森山斗福 君
矢追家麻呂君

◆例会変更のお知らせ◆

2019年3月 ■橿原ロータリークラブ■
・３月２２日(金)・・・やまとまほろばRCとの合同例会の為、

時間変更
時間１８時～

※ビジター受付：３月２２日(金)１２：００～１２：３０まで、
THE KASHIHARA(旧称：橿原ロイヤルホテル)フロント横にて
行います。

・３月２９日(金)・・・３月３１日(日) 地区大会本会議に変更
※ビジター受付：３月２９日(金)１２：００～１２：３０まで、

THE KASHIHARA(旧称：橿原ロイヤルホテル)フロント横にて
行います。

次 回 の 例 会 ２０１９年３月１９日（火）

卓話：西川 誠 様
所属：ＮＰＯ法人 奈良まほろばソムリエの会

講演講座グループリーダー
タイトル： 「奈良検定について」


