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10. 閉会点鐘

会長の時間

多田会長

皆さん、改めてこんばんは。今日は家族親睦例会という事で沢山の
方にお集まりいただき、ありがとうございます。これから家族親睦例
会をやるんですけどもジャグリングという非常にダイナミックなパフォー
マンスをやって頂けるようなことですので、楽しんで頂ければなと思っ
ています。よろしくお願い致します。

例会状況報告

9月6日

通算1971回

◎本日出席者 ３９名

◎本日出席率６７．２４％

8月25日

通算1969回の修正

◎出席率 ９６．７２％

◎補填前欠席者 ５名

◎欠席補填者 ３名

本日のお客様

・能澤 直也 様（グローバル補助金奨学生）

委員会報告

故 成田 積さんへの黙祷（令和2年9月1日ご逝去）
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「人々をつなぐ部門」「行動する部門」昨年度褒賞（ガバナー賞）の件
増井 直前会長
倉田 前年度幹事

増井 直前会長あいさつ

皆さん、こんばんは。久しぶりに登壇させて頂
きまして、こんなガバナー賞を、それも2部門で
頂くなんてびっくりしております。これは去年一
年間、私が会長を拝命することが決まった時から
幹事と一緒に練り上げまして、どうしたら奈良大
宮ロータリークラブの活動を広めることができる
のだろうかという事で、皆が力を合わせてやった
結果だと思います。最後の方は楽しみの会を色々
と用意してたんですが、コロナの影響で全てがで
きなかったですけれども活動の方は全てできまし
た。また、急なことで地域からの要望にも応える
ことができました。これは本当に去年集まって頂
いたスタッフ、そして奈良大宮ロータリークラブ

皆さんの力によって頂けたと思いますので、お礼を申し上げます。ありがとうございま
した。

倉田 前年度幹事

皆さま、こんばんは。昨年度幹事の倉田でござ
います。ガバナー賞の受賞、本当にありがたく思っ
ておりますし皆さま方のご協力があってこそだっ
たと思います。今後も沢山事業をやられていくと
思いますが、一般の会員の立場でも協力していき
たいと思っております。どうぞ、よろしくお願い
致します。ありがとうございました。
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髙野前年度委員長（奉仕プロジェクト委員会）
能澤 直也君（グローバル奨学生）の紹介

能澤君は同志社大学をご卒業され再来週からイ
ギリスに渡って、サセックス大学という所で開発
学を勉強なさいます。開発学というのは私が理解
しとる所では、発展途上国をいかに良くしていく
かという様な学問なのかなと思っとるんですけど
も、サセックス大学というのは世界で開発学の分
野においてはナンバーワンの大学です。ちなみに
日本は東京大学が世界25位という事で、いかに開
発学の分野でその学校に行かれる能澤君というの
が能力、行動力、志において非常に素晴らしい青
年やと思っております。

幹事報告

・9月8日例会振替休会の件（９月６日家族親睦例会の為）

能澤 直也君挨拶（グローバル補助金奨学生）

皆さま、初めまして能澤 直也と申します。す
ごく緊張してるんですけれども、髙野さんに素晴
らしい事を言って頂いて僕は人生の目標があり、
それがこの世界における貧困、人権侵害、自分が
障害があるからとか、自分がこの国に生まれたか
らとか、そういう様な自分では変えれないような
条件や現状で自分の人生を左右される世界を、少
しでも良くしていきたいと思っています。そのた
めには僕は留学する必要があるなと思い、また今
後リーダーとして世界で活躍したいなという思い
がありロータリークラブさんの方に奨学金を申請

させて頂きました。僕は母子家庭なので、髙野さんはじめ皆さまのご協力が無かったら、
このイギリスの大学院留学は実現していなかったと思います。この場を借りてお礼を申
し上げたいと思います。今日は緊張しているんですけど、楽しくやっていきたいと思い
ます。よろしくお願いします。
※能澤君にお土産を頂きました。ありがとうございました。

家族親睦例会

司会
城田委員（親睦活動委員会）

それでは只今より、2020年-2021年度第1回家族
親睦例会を始めさせて頂きます。尚、本日司会を
務めさせていただきます親睦活動委員会の城田で
ございます。よろしくお願い致します。
本日、お酒等ご用意して頂いておりますが皆さま
コロナの関係上お酌をしないよう、一人ずつボト
ルを用意するように設えして頂いておりますので、
お酌されたとしても同じボトルをもって返さない
よう、よろしくお願い致します。
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会長挨拶

多田会長

皆さん、改めてこんばんは。本日は家族親睦例
会という事で沢山の皆さまに参加して頂き、あり
がとうございます。新型コロナが蔓延し例会や親
睦例会も昨年1月、4月に行う予定だったんですけ
どもできなかった。非常にそういう面においては
残念かなという気が致します。そうは言いまして
も、ようやく新型コロナウィルスも終息に向かっ
て来つつありますけども、どうも全くゼロになる
可能性は無いような状況でございますので、新型
コロナと一緒に生活をしていくと新生活様式でコ
ロナと一緒に生活をして行きましょうという事で、
私たちの会も運営をしていきたいと思っておりま

す。本日、新社会生活様式に基づいて家族親睦例会を開始いたしますので、皆さまに楽
しんで頂ければありがたいなと、それと共にできれば親睦を深めて頂く、但し感染症に
は留意しながら親睦を深めて頂ければありがたいなと思っております。それでは親睦委
員の皆さん、よろしくお願い致します。以上です。

新入会員紹介

井口義弘 会員（職業分類：建築）
今西栄策 会員（職業分類：ビール卸）
菊野和洋 会員（職業分類：生命保険）
郡 史郎 会員（職業分類：衣料小売）
爲則泰二 会員（職業分類：ホテル）
田村英樹 会員（職業分類：建築）
塚本 勝 会員（職業分類：料理店）
志茂志津代 会員（職業分類：社会保険労務士）
稲田正剛 会員（職業分類：住宅建設）

新入会員代表挨拶
稲田正剛 会員（職業分類：住宅建設）

皆さま、どうも改めましてこんばんは。今年度、
この奈良大宮ロータリークラブに入会をさせて頂
きました稲田正剛と申します。どうぞ、よろしく
お願い致します。事業の方は一般の住宅等の新築・
リフォームを主に建設業をさせて頂いております。
私、今日初めて奈良大宮ロータリークラブに入ら
せて頂き、家族親睦例会に参加をさせて頂いて本
当に沢山の諸先輩方、そしてご家族の皆さまの前
で緊張しております。私は高校を出てから家業の
方で仕事をさせて頂きまして２５歳の時に最初結
婚いたしました。そっから約９年間結婚生活をし
たんですけども残念ながらダメになってしまいま

して、今は同居している彼女と結婚をする準備を着々と進めている所でございます。今
日も一緒に参加させて頂こうかなと思ったんですけども僕も今日初めてやったんで、一
人で参加させて頂いて、また皆さまのご家族の皆さんと懇親を深めさせて頂き、次回は
連れてきて皆さんと共に親睦を深めさせて頂けるようになれたらと思っております。私
この家族親睦例会、今日奈良ホテルで開催されるという事で思い出があるのが、私昨年
度末まで奈良商工会議所青年部に入らせて頂いておりまして、昨年度卒業させて頂いた
んですけども、商工会議所青年部も年に一度いつも家族親睦例をさせて頂いて、夏にす
る時はバーベキューをしたりとか、冬やったら神戸でクリスマスパーティーをしたりユ
ニバーサルスタジオ行ったりと色々したんですけども、平成３０年度に私がその会で会
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長をさせて頂いた時に、その家族親睦例会を１２月に奈良ホテルさんでクリスマスパー
ティーをさせて頂いて、本当にメンバーの各ご家族の方と懇親を深めさせて頂き、美味
しい料理を食べさせて頂いたという記憶がございます。本日は沢山のご家族の皆さまと
一緒にお話をさせて頂きながら、コロナの事がありますのでソーシャルディスタンスを
取りながらお話をさせて頂いて、しっかりと懇親を深めさせて頂き色々と勉強させて頂
きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。

志茂 志津代 会員（職業分類：社会保険労務士）

皆さま、こんばんは。結婚がダメになったナン
バー２でございます。大和郡山市で社会保険労務
士事務所オフィスSをしております志茂と申しま
す。この度、ご縁を頂きまして奈良大宮ロータリー
クラブに入会させて頂くこととなりました、どう
ぞよろしくお願い致します。私の仕事は社会保険
労務士という仕事なんですけれども、ここで仕事
の内容を話しすると、とても長くなりますので最
近の仕事の一つをお話させて頂きます。新型コロ
ナウィルス感染症の影響で社会全体が自粛であっ
たり休業要請に対応しなければいけないという状
況になってますけども、その影響を受けて多くの

人が失業したり、それから企業におきましては休業補償、お給料を会社が営業をしなく
ても休業補償という形でお給料を払っていかなければいけない。そして、それを補填す
べく国から補助金や助成金というような所で対応していかなければいけないという状況
があります。そういった所でご相談を受けたりお手伝いをさせて頂くという仕事をさせ
て頂いております。そんなコロナ禍の中なんですけれども、奈良大宮ロータリークラブ
は９名の方が入会されたという事で、私一人ではなく大変心強く思っております。ロー
タリアンとしては、まだまだお役に立てる迄はとても時間がかかると思いますけれども、
少し長い目で見て頂ければありがたいなと思っておりますので、どうぞ、これからよろ
しくお願い致します。

塚本 勝 会員（職業分類：料理店）

皆さん、こんばんは。塚本と言います。この間、
先々月に新入会員として入会させて頂きました。
今まで色々な会に入会させて頂いたんですけども、
この敷居の高い奈良大宮ロータリークラブに入ら
せて頂けるとは、まさか思ってもいませんでした。
これからも頑張って出席して皆さまになじんでい
きたいと思います。どうぞ、よろしくお願い致し
ます。
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結婚・誕生日お祝い

結婚お祝い
飯田二昭 会員（9月10日：結婚記念日）
藤井正勝 会員（9月11日：結婚記念日）

誕生日お祝い
石野捨雄 会員（9月3日：誕生日）
多田 実 会員（9月4日：誕生日）
潮田悦男 会員（9月5日：誕生日）
植村将史 会員（9月7日：誕生日）
森山斗福 会員（9月19日：誕生日）
辻本和久 会員（9月22日：誕生日）

乾杯の挨拶

髙野副会長

こんばんは。思いますに家族親睦例会2回飛び
ました。こうやってご家族の皆様の元気なお顔を
拝見するのは１２月以来と、３月末には東大寺さ
んで花見、５月末には青空の中でブルーインパル
スを見るというような事を企画しておったんです
けども、それが流れておったと。例会も３ヶ月休
会になりまして、だけどそういう状況でもうちの
クラブって昨年度末は９人の新入会員が入ってき
てくれておるという事なんです。今の状況を見ま
すと決して３月、４月、５月より良くなってると
は思えない。感染者数もいっぱい出てますしね。

ただ人間っていうのは学ぶことができる。それによって対策を立てることができる。で
すからこのような形で、また家族親睦例会を開催できてるのではないかなというふうに
思います。今日お集まりいただいた皆様に大変感謝申し上げております。それでは、乾
杯の発声をさせて頂きたいと思います。先ず、奈良大宮ロータリークラブの今後益々の
発展と、本日お集まりいただいた皆様の健康とご多幸を記念して乾杯したいと思います。
乾杯！！

ジャグリングショー風景（ジャグラーみぞんさん）
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多田会長のお言葉

増井前会長には新型コロナウィルスの関係でなかな
か例会も家族親睦例会も２回とも開けなかった。非常
に残念な思いをされてるとは思うんですけども。今日
で楽しい思い出にして頂いて、全部吐き出してもらっ
て楽しい思いをして頂ければありがたいなと思います。
ありがとうございます。

増井直前会長のお礼の言葉
サプライズのプレゼント、ありがとうございまし

た。今、このシャンパンの音がしてるので大丈夫か
なとちょっと心配してるんですが、本当にありがと
うございます。２回親睦例会が飛びましたけれども
本年度４回きちっと楽しくみんなで過ごせたらなと
思っております。昨年度は本当に色んなことがあり
まして、皆さんもご存じではない方もおられますけ
ども、第１回目から大きなサプライズがありまして
ガバナー訪問から大きな問題がありました。そして、
最後楽しいかなと思って一番楽しみにしてた先程も
ご案内ありましたブルーインパルス見に行ったり、
長老に無理を言って東大寺で花見したりとか思いま

したけど、ちょっとかなわず、また機会がもう訪れることは無いと思うんですけれども、
また皆さん東大寺で花見をできたらなと思いますので、よろしくお願い致します。あり
がとうございました。

多田会長から増井直前会長へのサプライズ
ワインとシャンパンのプレゼント
ジャグラーみぞんさんがプレゼントのワイ
ンを使ってジャグリング

落とすことなく見事成功しました！！
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各テーブルの楽しい様子
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家族親睦例会の楽しい様子
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閉会の挨拶

堀内委員長（親睦活動委員会）

皆さま、いかがでしたでしょうか。本年度、親
睦活動委員会で委員長をしております堀内と申し
ます。本来、例年であれば前年度の最終の家族親
睦例会にてご挨拶をさせてもらう所ですけども、
前年度の３回、４回の家族親睦例会がなくなりま
して、今ここで初めてご家族の皆さまにご挨拶す
ることができました。よろしくお願い致します。
本年度は皆さまに来て頂いて、また今度も来たい
なと思うような家族親睦例会を作っていこうと思っ
ております。皆さま、多数のご参加をよろしくお
願い致します。ただ。このコロナ騒ぎがまだ終決
したわけではありませんので、そちらの方を注意

しながら設営していきたいと思います。本日もできる限り１テーブルにつき4席を配席さ
せて頂いたり、入り口で誰も取りませんでしたがフェースシールドも一応ご用意させて
頂いて対策をしました。今後とも第２回、３回、４回とコロナの事情がどうなるか分か
りませんけども、その時々に応じてできるだけ皆さんに来て頂き、楽しんで頂けるよう
な家族親睦例会を作っていきたいと思いますので、皆さん多数のご参加をよろしくお願
い致します。ありがとうございました。
また、例年であればこの家族親睦例会は『手に手つないで』で終わるところでございま
す。ただ、こちらもコロナ対策という事で手をつなぐ自体が一番ダメですので、いろい
ろ考えたんですけども今回は全くしないという事で終わらせて頂きます。
メンバーから 「独唱！！」 の声が上がる。
拍手が沢山上がる！！
じゃあと、堀内委員長！！

『手に手つないで』独唱
堀内委員長（親睦活動委員会）
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ニコニコ箱 本日計 96,000円 累計 522,000円

多田 実 君 本日の家族親睦例会に家族の皆様をはじめ、たくさんの皆様の参加を頂
き、ありがとうございます。親睦活動委員会の皆様、本日はお世話にな
ります。

水野憲治 君 本日は第1回家族親睦例会にお越し頂き誠に有難うございます。親睦活動
委員会の皆様お世話になります。

髙野 治 君 親睦活動委員会の皆様、本日は設営、有難うございます。能澤君、よう
こそ奈良大宮ロータリークラブへ。

北河原公敬君 本日は家内と二人お世話になります。新型コロナウィルスで大変な時期
に、超大型の台風10号が接近、大きな災害がないことを祈りたいです。

堀内眞治 君 本日は、ご参加ありがとうございます。
稲田正剛 君 今日初めての家族親睦例会、楽しみです。宜しくお願いします。
潮田悦男 君 親睦委員会の皆様、御苦労様です。本日はよろしくお願い申し上げます。
門脇伸幸 君 親睦委員会の皆様、本日はお世話になります。
楠下重郎 君 本日はお世話になります。
楠原忠夫 君 本日はお世話になります。
倉田智史 君 本日は親睦活動委員会の皆様、お世話になります。
中奥雅巳 君 親睦委員会の皆様お世話になります。
中嶌 大 君 親睦の皆様お世話おかけ致します。
増井義久 君 本日は親睦委員会のみな様ありがとうございます。
宮坂勝紀 君 本日、第1回家族親睦例会 親睦活動委員会のみなさんご苦労様です。
宮西正伸 君 ご家族の皆様、親睦活動委員会の皆様、本日は有り難うございます。
武藤廣茂 君 親睦委員会の皆様、本日はお世話になります。
弓場裕史 君 親睦活動委員会の皆さま、お世話になります。本日はよろしくお願い申

し上げます。
ニコニコ協力 石野捨雄 君 岡﨑真人 君 清岡義教 君 河野里志 君

志茂志津代君 武中洋勝 君 冨川 悟 君 野﨑隆男 君
野末勝宏 君 藤井正勝 君 森山斗福 君 森山憲克 君
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今後の予定

9月22日 休会
9月29日 ガバナー公式訪問

奈良ホテル
10月6日 クラブ討論会②（国際奉仕委員会担当）
10月13日 卓話
10月20日 卓話

●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◆

〈奈良西ロータリークラブ〉
9月17日 （木）変更（第１回家族親睦移動例会の為会場変更）
9月24日 （木）定款細則8-1-Cによる休会
10月29日 （木）定款細則8-1-Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈平城京ロータリークラブ〉
9月17日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
9月24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。

〈奈良東ロータリークラブ〉
9月中の全例会 定款第7条第1節dによる休会
※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〉
9月18日 （金）RACとの合同夜間例会（時間18:00～）
9月25日 （金）定款8条1-Cによる休会
※いずれもビジター受付は行いません。

〈やまと西和ロータリークラブ〉
9月22日 （火）定款第8条第1節-Cによる休会
9月29日 （火）桜井ロータリークラブとの合同・松原六郎ガバナー訪問
10月6日 （火）会員のみ例会
10月13日（火）定款第8条第1節-Cによる休会
10月20日（火）会員のみ例会
10月27日（火）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。

〈やまとまほろばロータリークラブ〉
9月17日 （木）例会場所変更（まほろばセンター 交流室第4・第5 ）

（食事は無しで、お持ち帰り弁当対応といたします。）
9月24日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
10月1日 （木）例会場所変更（まほろばセンター 交流室第4・第5 ）

（食事は無しで、お持ち帰り弁当対応といたします。）
※いずれもビジター受付は行いません。


