
1

発行日 2020年7月14日

2020-2021/1

Vol.42
No.1963

地区スローガン

「ロータリーの原点に返る」

誠意をもって語り合い、

勇気をもって共に未来へ

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ
Club Weekly Bulletin

■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：多田 実 ■副会長：髙野 治 ■幹事：水野 憲治

2020-21年度 RIテーマ

RI会長 ホルガー・クナーク

RI第2650地区ガバナー

松原 六郎

例会プログラム

第1回7月7日

友愛例会

会長・幹事あいさつ
通算1963回

１．握手・挨拶

２．開会点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．ビジター紹介

６．会長挨拶

７．理事会報告

８．例会状況報告

９．地区委員委嘱状授与

10. 財団奨学生報告

11. 委員会報告

12. 幹事報告

13. 会長就任挨拶

14. 幹事就任挨拶

15. 閉会点鐘

会長挨拶

多田会長

皆さん、改めましてこんばんは。今年度、会長を務めさせていただ
きます多田でございます。よろしくお願い致します。新型コロナウィ
ルスの第二波が大きく波を打ってきている状況でありますけれども、
皆さまの健康と安全を第一に考えて例会を運営していきたいと思いま
すので、これから一年間よろしくお願い致します。本日は、これまで
と変わりましてスクール形式でやっておりますのも、これもやはり皆
さまの安全・安心、できる限り多くのロータリアンに参加して頂きた
いためにこういう方式をとっておりますので、ちょっと違和感を感じ
る方も多いとは思いますが、よろしくお願い致します。これで簡単で
はありますが、挨拶とさせていただきます。

例会状況報告

7月7日

通算1963回

◎本日出席者 ６０名

◎本日出席率９３．７５％

6月23日

通算1961回の修正

◎出席率 ９５．４５％

◎欠席者 ３名

◎欠席補填者 ２名
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理事会報告

多田会長

①年間行事の予定の件
理事会で承認されており、今度配ります事業概要報告書に記載しておりますのでご確認
ください。
②定例理事会開催と議事録開示の件
定例理事会は毎月第一、16時から行います。議事録開示につきましては理事会開催後の
一か月後に状差しに入れる予定であります。
議事録の作成者は幹事ではなく副幹事がやることに今日の理事会で決定致しました。
③理事役員及び委員会組織の件
理事役員及び委員会組織表は理事会の承認を得て、本日状差しに入れてあると思います。
④会長・副会長の職務代行順位
理事の中からロータリー年度の上位5名を選んでおります。
1位 藤井会員
2位 植村会員
3位 宮西会員
4位 門脇会員
5位 鈴木会員
⑤会計監査の件
武藤廣茂、前々会長にお願いします。
⑥収支予算の件
理事会の承認を得ましたので、概況報告書に記載しておりますのでご覧ください。
⑦前期会費納入の件
この後、会計の弓場さんから内容の報告があると思います。振込口座につきましてはこ
れまで通り南都銀行・大宮支店と致します。
⑧名誉会員の件
竹川様・有井様・中井様の3名に名誉会員をお願い致します。
⑨奈良クラブとの合同例会の件
11月15日の奈良ロータリークラブとの合同例会は新型コロナウィルスの関係で中止とい
う方向で検討しております。
⑩例会外の事業のメイキャップの件
これまで通り奉仕事業・地区研修会・情報集会、その他理事会の承認を得たものについ
てはメイキャップと致します
⑪事務局の件
事務局職員の勤務につきましては月・水・木曜日10時～16時まで、火曜日は例会日であ
りますが11時から例会終了時までとなっております。
⑫第一回家族親睦例会の件
9月6日、第一回家族親睦例会を奈良ホテルで開催いたします。
この詳細につきましては親睦委員会の方から報告がございます。
⑬楠原会員出席免除の件
今日の理事会で承認しました。
⑭インターミーティング（IM）の件
実行委員会で中止を決議いたしまして理事会において承認しております。次年度への繰
り越しになるかと思いますが、中嶌年度になるのかそれとも次の開催予定クラブではあ
ります奈良クラブさんになるかと思いますが、今度の木曜日に奈良クラブさんと打合せ
をし決まりますので、決まりましたらここで報告いたします。
⑮クールビズの件
7月～10月、翌年度の5・6月と決めました。
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地区委員委嘱状授与

宮西正伸
地区ロータリー財団委員会 副委員長

冨川悟
米山奨学委員会 副委員長

増井義久
グローバル補助金委員会 委員

髙野治
広報委員会 委員

清岡義教
青少年交換委員会 委員

倉田智史
インターアクト委員会 委員
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財団奨学生報告

髙野前年度奉仕プロジェクト委員長

こんばんは。前日の社会奉仕委員会の報告時に悪戦苦闘をしておると報告しました財
団奨学生なんですけども、2日後の夜1145地区から受け入れると連絡がありまして、残さ
れたのが10日あまりしか時間がなかったんですけども、何とか皆さんのご協力を頂いて
申請にこぎつけたということで、私共としてはやれることは全てやったいう状況になっ
ております。私どもが提唱国側のクラブという事で向こうの1145地区のハイダウンロー
タリークラブというのが、実施国側のクラブとして受けて立ってくれました。今回、非
常に困難な状況の中多くの人の善意に支えられてこれが実現しました。私どものクラブ
は私が代表という形で立ったんですけども、実を言うと向こうの方はこのハイダウンロー
タリークラブというのは向こうのガバナー自らが受けて立ってくれたという事で何とか
申請までこぎつけたと、ただ実を言うとイギリスに対する渡航制限が解除されない限り、
最終的には承認にはならないという事でイギリスの方も今、死者は45,000人に迫る勢い
ですが、それが解除されないと向こうに渡れないという事になっております。本当に時
間がない中、直前会長、直前幹事、それと現年度会長、事務局には色々とご迷惑をおか
けしましたけども、なんとかここにこういうことができたという事をご報告して感謝を
表したいと思います。ありがとうございました。

『ロータリーの友』読みどころ

國原会報・雑誌委員会 委員長

横組
P7～P19：ホルガー・クナークRI会長の生立ちや生き方、人とな
りが書かれており、なぜ今年度RI会長テーマ『ロータリーは機会
の扉を開く』になったのかが分かるようになっております。

P33：ガバナーの横顔
2650地区・松原六郎ガバナーの人となりが分かり、親近感を持つ
内容となっております。

P50：2650地区・佐竹直前ガバナーが4府県1市に5万個のフェース
シールド寄贈について感謝の言葉を述べられております。

P56：いつでもどこでも「ロータリーの友」は毎月1回午前0時に
掲載されパソコン・スマホ・タブレットで読むことができます。
ぜひ、ご登録を。

縦組
P20：4月7日～5月1日に当クラブが行いました「おもたせ昼ごはん」の記事が掲載されて
います。
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新入会員歓迎会の案内

吉田親睦活動委員会 副委員長

本年度、親睦活動委員会 副委員長をしております吉田と言います。よろしくお願い
致します。本日、堀内委員長に代わりまして新入会員歓迎会のご案内です。今回、合計9
名の新入会員さんが入られましたという事で7月21日の例会後19時より、奈良ホテルのビ
アテラスで新入会員歓迎会を開催致します。案内は状差しの方に入っておりますのでお
持ち帰りください。出欠は今回覧で回ってるかと思います。会費が新入会員さんは無料
です。既存の会員さんは5,000円頂戴致します。ふるってご参加の程、よろしくお願い致
します。

前期会費納入のお願い

弓場 会計

皆さん、こんにちは。本年度会計を担当させて頂きます弓場でございます。どうぞ、
一年間よろしくお願い申し上げます。着任早々、前期会費のお願いに上がらせて頂きま
した。本日、皆さまの状差しの方にこちらのペーパーを入れさせて頂いております。概
ね毎年と変わりはありませんが、人頭分担金の方は1ドルを107円でレート計算させて頂
いておるというところと、6月8日の時点で地区の方から地区の分担金登録料協力金前期
合計16,500円から4,000円を減額致しますというご連絡がまいっております。そこが赤字
で反映されております。そこらへんが違ったところでございます。あと、IMの分も中止
という事でございますので、こちらの書式には反映されております。南都銀行さんの方
に7月31日までにお振込みの方をお願い申し上げますという所でございます。以上、会計
からのお願いでございました、よろしく願い申し上げます。
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幹事報告

水野幹事
皆さまの状差しの方に会員証をお入れしておると思います。携帯の方お願致します。
続きまして状差しの方に7月の例会の予定を入れております。ご参考になさってください。
社会福祉協議会の方から冊子を頂いており、皆さまの状差しにお入れしております。こ
れは、昨年度の増井会長年度時に行われた事業の「おもたせ昼ごはん」が掲載されてお
ります。また、ご一読いただければと思います。

会長就任の挨拶

多田会長

改めて、こんばんは。指名委員会の指名によりまして2020
年7月から2021年度6月までの一年間、伝統のあるこの奈良大
宮ロータリークラブの会長を務めることになりました。クラ
ブ運営にロータリアンの皆さまのご協力をお願い致します。
また、不慣れなため何かとご迷惑をおかけすることと思いま
すが、ロータリアンの心温かい友情に免じてご了承頂ければ
ありがたいと思います。現在、新型コロナ感染の第一波がよ
うやく下火となり、増井パスト会長は6月から例会を再開し
ておりました。ところが、最近東京では7月2日から100名を
超える感染者が毎週出ております。また、関西でも新たな新
型コロナ感染が出ておりまして、奈良におきましても3日連
続で感染者が出ております。第2波の前兆ともとれる感染状
況となっておるため、決して楽観できない厳しい状況となり
つつあります。このような状況下においても2650地区ガバナー
松原六郎氏は地区テーマを「ロータリーの原点に返る」と定
め、このスローガンを現在のような状況下においても維持し
ながら、3つの方針を掲げられております。一つ目が「ロー

タリアン自らがウィルスに感染せず、人に感染させないことに最大限注意しながら、家
族と我らが生業を守る職業奉仕を全うする。」二つ目が「今一度ロータリーの原点に返
り、ロータリークラブ一つ一つ、ロータリアン一人一人と誠意をもって語り合う。大切
なこと良いことはみんなで共有し、勇気をもって共に未来に向かって実践する。」三つ
目「少しでも余力のあるロータリアン・ロータリークラブから新型コロナウィルスや様々
な災害によって被災した人々に寄り添い、勇気を取り戻すために社会奉仕活動を実践す
る。また、無業根絶の取組みに挑戦する。」というものであります。ところで、国が発
動しました新型コロナウィルス感染を終息させるための緊急事態宣言による国民に対す
る自粛要請によりまして、経済は大きな打撃を受けておりロータリアンの皆さまの職業
にも甚大な悪影響を及ぼしておるとお見受けします。このような時に正しい新型コロナ
ウィルスの情報に、より正しく新型コロナウィルスに恐れをもって新しい生活様式を実
践すると共に、ロータリアン同士の相互扶助により、新型コロナウィルス感染によって
もたらされる経済的困難をお互いに手を取り合って乗り越えていきたいと思っておりま
す。例会につきましては、増井年度で実践しました例会運用に踏襲し、例会運営が安全
であり安心してロータリアンが例会に出席できるようにするために、会務と食事とは分
離して行いたいと思います。会務を遂行する場所と食事をとる場所と部屋を出来る限り
別々な部屋に設営し、感染拡大防止に努め、安全で安心できる例会運営に努める所存で
あります。本年度の会長方針は「会員相互間の扶助を実践すると共に親睦を深め、更に
ロータリアンを含めた人と人との繋がりを大切にする。」として7つの重点項目を設定致
しました。この重点項目につきましては概況報告をご覧いただきたいと思います。繰り
返しとなりますけども新型コロナウィルスに感染しないこと、させないことに最大限の
配慮を行い、安全かつ安心の例会運用と奉仕事業を実践していきたいと考えております。
そして、役員及び理事、ロータリアンの皆さまのご協力のもと奈良大宮ロータリークラ
ブはワンチームとなって、新型コロナウィルスの脅威がもたらされるロータリアンなど
に対する経済的危機を確実に乗り越えていきたいと思っておりますので、ご協力の程よ
ろしくお願い致します。これをもって会長の挨拶と致します。
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幹事就任の挨拶

水野幹事

僭越ながら幹事挨拶をさせて頂きます。
本年度、一年間幹事をさせて頂きます水野です。どうぞ、よろ
しくお願いします。このような機会を頂けたことに感謝をしつ
つ、何分知識不足ですので一年間かけて勉強しながら、皆さん
に色んなことを教わりながら、一年終わる時にはちょっと成長
したねと思って頂けるような幹事になれるように一年間頑張っ
ていきたいと思っております。幹事をさせて頂くにあたって例
会の設営について少しお話をさせて頂きます。昨年度6月から
例会を再開してから慣れ親しんだ食事をとって頂いた後に卓話
を行う、そういった従来の形から変わり例会を行った後に食事
をとって頂く様に今現在も変わっております。私の耳にも早く
従来の形に戻した方がええんちゃうかというご意見は多々いた
だきます。私自身も入会してからずっとその形で過ごしてまい
りましたので、現在の形には違和感があるのも事実ですし、凄
くやりにくいなと今日やってても思います。しかしながら、新

型コロナウィルスの懸念から一部ですけども疾患を持っておられる会員さんや、クラス
ター等を心配しておられる会員の方が例会の出席を控えられておられる方がいる以上、
設営に関してその方たちの心配が少しでも軽減されるように配慮すべきだと例会に関し
ては思っております。配席についても、これも新しい試みですけれども飛沫が防げるよ
うな形を取っておりますし、また、受付の出欠やニコニコ等についても原則的にはペン
を置くつもりはありません。ご自身が筆記用具をご持参いただいて、それぞれが使いま
わしをしないというふうに考えております。ただし、万一忘れた方がおられるケースも
考えられますので、その場合にはアルコール消毒をして感染が少しでも低くなるように、
少なくなるようにという配慮をさせて頂きたいと考えておりますので、各自ペンは持っ
て来て頂く様にお願いを致します。また、例会後の食事についても今まで回して使って
おりましたドレッシングとかバターとか、それはテーブルにはおかない様にお願いをし
ております。一人ずつで使って頂く様に食事メニューへの配慮も奈良ホテルさんに依頼
をしております。皆さま方には大変ご不便というかやりにくい点もあると思いますし、
ご負担もおかけすると思いますけども会員一同が元気に一堂に会するために本年度の例
会設営に努めてまいりたいと思います。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
私は幹事をやるなんてことは全く考えてませんでした。本当にラッキーなのか多田会長
にお声がけをして頂いて幹事という職を頂いたんですけど、僕断れると思ってました。
ほぼ、接点がなくて以前在籍してた青年会議所という所では、委員長が副委員長を選ぶ
時には友情があったり信頼関係があったりとかいうケースが、皆さんが所属されてた団
体でもそうだと思うんですけども、そういうもんだと思っていました。多田会長とはほ
とんど委員会も同じになったことがなくて、何で僕を選んだんですかとお聞きをしまし
たら「出席率が良いから。」というふうにおっしゃられまして、やり手の弁護士だとは
お聞きしてましたけどもなんぼやり手の弁護士でも、そんな脆弱な理論で僕も30年間不
動産をやっていますので結構口はたつ方だと思っています。なんぼやり手の弁護士でも
絶対理論的にそんな出席率が良いくらいのこんな理論で負けないというふうに思ってま
したけども、弁護士には勝てません。逃げ道がどんどんなくなって、結局幹事をするこ
とになりましたけども、折角のご縁ですので一生懸命努めたいと思いますし、皆さまが
楽しんで頂けるような例会を担当の委員会と一緒に作ってまいりたいと思います。どう
ぞ、一年間よろしくお願い致します。
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会食

乾杯風景

多田会長挨拶

乾杯挨拶 髙野副会長
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ニコニコ箱 本日計 113,000円 累計 113,000円

多田実 君 本年度がいよいよ本日からスタートです。会員の皆様 会運営に御協力
よろしくお願い致します。

飯田二昭 君 新年度のスタートを祝って、楽しみにしています。今年度もよろしくお
願い致します。

石野捨雄 君 多田会長さん、水野幹事さん、1年間お世話になります。よろしくお願い
します。

潮田悦男 君 多田会長、水野幹事、新しい年度です。よろしくお願いします。
清岡義教 君 新年度誠におめでとうございます。
國原正記 君 新しい年度がはじまりました。今年度もよろしくお願いします。
倉田智史 君 多田会長、水野幹事、理事役員、会員の皆様、一年間宜しくお願い致し

ます。
小西敏文 君 多田会長、水野幹事、1年間頑張って下さい。
佐川肇 君 本年度もよろしくお願いします。多田会長、水野幹事のご活躍をお祈り

します。
谷川千代則君 新年度スタートです。1年間よろしくお願いします。
中條章夫 君 多田会長、水野幹事、1年間楽しい例会にしてください。ニコニコ
冨川悟 君 新年度 多田会長、水野幹事のスタートを祝して。ニコニコ
中奥雅巳 君 本年度もよろしくお願い致します。
野末勝宏 君 多田会長、水野幹事、一年間頑張って下さい。
平野貞治 君 多田会長様、水野幹事さん他役員の皆様、今年度も宜しくお願い致しま

す。
福本良平 君 本年度もよろしく。
藤井正勝 君 多田会長、水野幹事、ガンバって下さい。
宮西正伸 君 多田会長、水野幹事、一年間どうぞよろしくお願い致します。
武藤廣茂 君 多田会長、水野幹事、一年間よろしくお願い致します。大いに期待して

います。
山口尚紀 君 本年度もよろしくお願い致します。
ニコニコ協力 川端昇 君 河野里志 君 城田真平 君 鈴木譲 君 辻本和久 君

辻本和弘 君 西村甲児 君 野﨑隆男 君 南谷正仁 君
宮坂勝紀 君 森山斗福 君 森山憲克 君 矢追家麻呂 君

平方貴之 君 ニコニコ委員長させていただきます。1年間宜しくお願いいたします。
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今月の予定

7月14日 委員会前期活動方針発表（全委員会）

7月21日 会員卓話：小西 敏文氏
「ロータリーに教えられたこと」

7月28日 卓話：中井 誠氏
四天王寺大学 人文社会学部
国際キャリア学科 教授
「大学における金融リテラシー教育」

●会報・雑誌委員会/國原正記 西村甲児

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈奈良ロータリークラブ〉
7月23日（木）定款第8条第1節Cによる休会
※ビジター受付は行いません。

〈奈良西ロータリークラブ〉
7月16日（木）ホテル日航奈良にて移動例会に変更
7月23日（木）定款第8条第1節Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈大和郡山ロータリークラブ〉
7月13日（月）例会場所変更 ホテル日航奈良
7月20日（月）定款第7条第1節dの（3）

全地域社会にわたる流行病の発生
7月27日（月）休会（7月20日と同じ）
※いずれもビジター受付は行いません。

〈橿原ロータリークラブ〉
7月24日（金・祝）定款第8条第1節Cによる休会
7月31日（金）定款第8条第1節Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈あすかロータリークラブ〉
7月23日（木）定款第7条第1節dによる休会
※ビジター受付は行いません。


