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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、
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さん（ゴウ

RI第2650地区ガバナー
松原

六郎

例会プログラム

本日のお客様
敖

勇気をもって共に未来へ

エンキョウ）（米山奨学生）

第18回11月24日
卓話
通算1980回

会長の時間

１．握手・挨拶

多田会長
七五三の祝いについて

２．開会点鐘
３．ソング
４．お客様紹介
５．ビジター紹介
６．会長の時間
７．例会状況報告
８．委員会報告
９．幹事報告
10. 講師プロフィール紹介

改めて皆さん、こんばんは。子どもが三歳、五歳、七歳になった年
の11月15日に、氏神様に子どもの成長に感謝し、今後の健やかな成長
を願う七五三の祝いで春日大社などは、大賑わいのようです。
医療の発達していない時代には「七歳までは神の子」という言葉が
あったほど、子どもの死亡率が高く、宮中や公家では、無事に成長す
ることを祈るさまざまな儀式が節目ごとに行われていました。
三歳の男女の「髪置き」。「髪置き」は、平安時代には、男女とも
生まれて7日目に産毛を剃り、三歳までは坊主頭で育て、髪を伸ばしは
じめるのは三歳の春からでした。この髪を伸ばし始める際に「髪置き
（かみおき）」の儀式が行われました。
五歳男子の「袴着（はかまぎ）」。「袴着（はかまぎ）」は、平安
時代、男女とも五〜七歳になると、初めて袴をつける「袴着（はかま
ぎ）」あるいは「着袴（ちゃっこ）」という儀式が行われました。こ
の儀式は室町時代に11月15日と定められ、江戸時代以降は、男子のみ
の風習となりました。現代でも宮中では古式にのっとった「着袴の儀」
が行われています。
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11. 卓話
12. 謝辞
13. 閉会点鐘

例会状況報告
11月17日
通算1979回
◎本日出席者

５０名

◎本日出席率８１．９６％
10月27日
通算1977回の修正
◎出席率
１００％
◎補填前欠席者
４名
◎欠席補填者
４名

七歳女子の「帯解き」。「帯解き」は、鎌倉時代、ひもをつけて着付けていた子ども
の着物のひもをとって代わりに帯を結ぶ儀式が始まりました。これが「帯解の儀」となっ
たのは室町時代のことです。七五三のお祝いは、江戸時代に武家や裕福な商人の間でも
行われるようになり、明治時代には三歳・五歳・七歳の三つの祝い事をまとめて「七五
三」と呼ぶようになりました。
旧歴の１１月１５日は二十八宿（にじゅうはっしゅく）の鬼宿日（きしゅくにち）に
当たり、婚礼以外は何事の祝い事にも吉とされており、更に１１月は秋の実りを神に感
謝する月でしたので、氏神に収穫を感謝すると共に子供の成長の感謝・祈願をしたもの
です。
二十八宿とは、天球を、２８のエリア（星宿）に分割したもので、中国の天文学・占
星術で用いられた。東方を青龍、北方を玄武、西方を白虎、南方を朱雀の４方位にそれ
ぞれ７つのグループに分け、鬼宿日は、南方朱雀に属します。
旧暦１１月１５日は土佐藩士坂本龍馬の誕生日であり、近江屋で殺害された日です。
いつの時代も、子どもには「元気に育ってほしい。」と願う親心は変わらないものです。
以上であります。ありがとうございました。

米山奨学金授与
多田会長と敖燕嬌さん

2019-2020年度実績に対してロータリー財団からの感謝状の授与
多田会長・増井直前会長
【Every Rotarian・Every Year認証バナー】

【100%ロータリー財団寄付クラブ認証バナー】
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【ポリオ撲滅キャンペーン感謝状】

増井直前会長挨拶
皆さん、こんばんは。また、昨年に実績に基づき
ましてこういう賞を頂きました。これは何回も言い
ますが、皆さんのご協力のおかげで頂いた賞です。
大宮ロータリークラブが2650地区、またRIできちっ
と実績を伸ばしてる証拠だと思いますので、私も嬉
しいですけど、皆さんの力で頂いたことだと思いま
すので、今後ともご協力よろしくお願いします。
ありがとうございました。

委員会報告
植村社会奉仕委員長（社会奉仕委員会）
年末飲酒運転根絶運動の件
毎年12月に開催しております年末の飲酒運転根絶運
動の日程が決まりましたので、皆さまにお知らせしま
す。日程の方が12月4日（金曜日）11時〜12時で開催し
ます。奈良警察署の上のベランダの方に掲示板を設置
し、それを点灯するという風なことになっております。
毎年、その後町の方に繰り出しましてお店等に飲酒運
転の無きようにということを訴えるんですけども、そ
の運動の方はコロナ禍でありますので、やらないとい
う風なことになっております。当日は奈良保育学院付
属幼稚園の子供達も来てくれて、その子たちが歌を歌っ
てくれる。そして、当日高齢者講習及び認知機能検査
を受講されるそうなので、その人達にもちょっとした
クリスマスプレゼントをお渡ししてという風なことを予定しております。沢山の会員様
に来て頂きたい所ではあるんですけれども、また密になっても困りますが気が向いた方
はぜひ、来て頂いたらと思います。詳しくは12月1日の例会でもう一度ご案内申し上げま
す。どうぞ、よろしくお願い致します。以上です。
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髙野副会長
第2回情報集会の件
こんばんは。本日状差しの方に第2回情報集会の班別
表を入れさせて頂きました。詳細に関しましては、そ
れをご覧いただきたいと思います。そこに注意事項と
して書いてないことで一つお願いがあります、会場を
ご担当いただく方、新型コロナウイルスがまた流行し
てきておりますので、それの対策をくれぐれもよろし
くお願いしたいというふうに思っております。それと
前回同様、密にならない様にするために、ご都合つか
ない場合を除いて指定された会場で皆さまもご参加頂
きたいと思います。以上です。
堀内親睦活動委員長（親睦活動委員会）
第2回家族親睦例会の件
皆さん、こんばんは。第2回家族親睦例会ですけども
12月6日に行うにあたりマリオットさんの爲則さんにご
無理言いまして、その当日だけ奈良大宮ロータリーク
ラブのご家族様限定で特典を頂きましたので、ご報告
させて頂きます。12月6日のご宿泊の方に限り7日のチェッ
クアウトの時間をレイトチェックアウトということで
16時迄とさせて頂く事と、ホテルクレジットの5,000円
分をホテル内で使えるクレジットでつけさせて頂くと
いう事でございます。予約に関しては今ならGoToキャ
ンペーンとかありますので、ホテルの方に予約して頂
きまして予約したよという事を私か事務局の方にご連
絡頂ければ、ホテルの方へ伝えますのでその特典が付きます。
それから、11月24日次回の例会位でぼちぼち出欠の方締め切らせてもらおうと思ってま
すので、お早めにご記入よろしくお願い致します。以上でございます。
成田国際奉仕副委員長（国際奉仕委員会）
台北国際大会説明会の件
皆さん、こんばんは。台北国際大会について国際奉
仕委員会より、ご報告させて頂きます。先日、11月14
日土曜日にオンライン説明会がございました。門脇委
員長と私の方で参加させて頂きました。現在の所、202
1年6月12日〜18日におきまして台北国際大会開催する
予定となっております。本日から出欠を確認させて頂
きますので、どうぞよろしくお願い致します。新型コ
ロナ関連で状況が変わることも大いに予想されます。
ご不明な点がございましたら国際奉仕委員会の門脇委
員長若しくは、私までご連絡を頂ければと思います。
以上でございます。
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喜寿のお祝い
佐川会員

佐川会員挨拶
皆さん、こんばんは。本日は喜寿のお祝いを頂きまして、ありがとうございます。年
老いて学成り難しという事をしみじみ感じております。ただ、偉そうなことは言えませ
んので私の二回り上に松岡嘉平治さん、ちょうど24上で誕生日が一緒であります。あの
方の目の前になると本当に子ども扱いにされるというか、益々縮こまってしまうような
感じが致します。こういう私ですけども、まだまだ気は若いつもりですので何かお役に
立ったらと思いますので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうござい
ました。

幹事報告
回覧
・11/24・12/1の例会出欠表、12/6家族親睦例会
状差し
・親睦ゴルフ組合せ表、ハイライト米山
その他
・なし

ロータリー財団月間

卓話

開催趣旨説明

藤井財団委員長
こんばんは。今月はロータリー月間です。先週もお
願いを致しました。講師の先生を、この方しか絶対に
おられないという方をお願いしました。当クラブ、宮
西会員でございますが財団の事については古い方はよ
くご存じですが、新しい方が沢山おられますので十分
理解をして頂いて、また寄付にご協力を頂けますよう
に、よろしくお願い致します。それでは、お願いしま
す。
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ロータリー財団月間

卓話

宮西地区ロータリー財団副委員長
年次基金寄付の行方とグローバル補助金奨学生について
改めまして、こんばんは。藤井さんのご指名でござ
いますので少しロータリー財団について、お話しさせ
て頂きたいと思います。本日は年次基金寄付の行方と
グローバル補助金奨学生ということで、前半はおさら
いみたいなもんですけれども、特に後半については是
非皆さまに知って頂きたいこともございますので、お
話をしたいなと思っております。
昨年度末に新入会員の方が9名入って来られまして、
今日も寄付を頂きましたけれども、これ毎月こんな、
なんたら月間で寄付せなあかんのかと思われてるかも
しれないですけど、先月の米山月間と今月のロータリー
財団月間の2回だけですので、どうぞご安心ください。
早速、資料に基づき進めさせて頂きます。皆さんのお手元に資料があると思います。
私もどんな話が良いかなと思って結構時間をかけて作りまして、また昨日も時間をかけ
てコピーもして参りましたので、できましたらお持ち帰り頂きますか私の目の届かない
ところでお捨て頂きますよう、よろしくお願いしたいと思います。
以下、資料要約
《ロータリー財団モデル》
恒久基金 1,000ドル以上の寄付（将来のプログラムに備え備蓄）
年次基金 ロータリー月間寄付
⇓
上記がロータリー財団に寄付され下記①〜④のプログラムに使われる。
①グローバリー補助金
6つ重点分野に環境保全が追加され重点分野が7つになった。
②地区補助金
③ロータリー平和センター
④ポリオ・プラス
《シェアシステムによる財団資金の活用》
年次基金寄付（3年以内に全額使用）
恒久基金寄付（1,000ドル以上の寄付の内の収益部分を3年以内に全額使用）
⇓
上記寄付を下記①②の活動資金として50%ずつシェアする。
①WF（国際財団活動資金）
②DDF（地区財団活動資金）
①WF（国際財団活動資金）使途
1.グローバル補助金事業
2.ロータリー平和センタープログラム
②DDF（地区財団活動資金）使途
1.地区補助金
2.グローバル補助金事業
3.ポリオ・プラス基金、ロータリー平和センター等へ寄贈
《当地区のDDFの活用状況》
（DDF収支一覧）（昨年度）
シェア額
： 約60万ドル
地区補助金
： 約30万ドル
グローバル補助金 ： 約11万ドル
寄付
： 約5万ドル
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（地区補助金）
昨年度：68クラブが申請（97クラブ）
本年度：72クラブが申請（96クラブ）
鯖江RCと鯖江北RCが合併により97クラブから96クラブになった。
（寄贈内訳）（昨年度・本年度予定）
ポリオ・プラス：2.5万ドル
ロータリー平和センター：2.5万ドル
《One Rotary（ワン・ロータリー）》
ロータリー財団の正式名称：国際ロータリーのロータリー財団
ワン・ロータリーの定義：国際ロータリー(RI)とロータリー財団（TRF）が共通の指名と
目標のもと
一体となって進んで行くこと。
《ロータリー財団100年の歩み》
1917年：会長アーチ C.クランフがアトランタ国際大会で「世界で良いことをする」ため
の基金設立を提案し採択。誰も協力しなかった。
1947年：ポール・ハリス逝去。その後の18ヶ月間に追悼の寄付100万ドル以上が寄せられ
た。「高等教育のためのロータリー財団奨学金」開始。
1951年：緒方貞子さん、ロータリー財団奨学生としてワシントン、ジョージタウン大学
へ留学。
1978年：「保険、飢餓追放および人間性尊重（3-H）補助金」プログラム創設。
3-HとはHealth（ヘルス）・Hunger（ハンガー）・Humanity（ヒューマニティ）
の頭文字をとったもの。
1979年：フィリピンの600万人いじょうの子供にポリオ予防接種を実施。40年を超えてポ
リオ撲滅が始まった。
1988年：世界保健総会が全世界ポリオ撲滅の目標を定め「世界ポリオ撲滅推進活動」を
開始。
2002年：ビル＆メリンダ・ゲイツ財団より「世界保健のためのゲイツ賞」として100万ド
ルがロータリー財団に授与される。
2010年：ロータリー財団100周年。
2020年：アフリカ全土でポリオ根絶、残りはアフガニスタン、パキスタンの2か国のみ。
《ロータリー財団の未来の夢計画》
これにより、10年前から新しい財団の補助金モデルが仕上がった。
《ロータリー財団直近の評価すべきこと》
北 清治 様（2770地区PG、元RI理事/TRF管理委員（トラスティ）（世界で15人））
2020―21年度 地区ロータリー財団セミナー基調講演（コロナの影響でCD）より
財団直近の評価すべきこと
1.アフリカ地域の野生型ポリオの根絶
・25年前までは7万5千人がポリオを患っていた。アフリカ全土で無くなったのは凄い
こと。
2.RI理事会とTRF管理委員会の新型コロナウイルスへの迅速な対応
・いち早く会合をバーチャル化。
・ロータリー災害救援基金から急遽WFから300万ドルを拠出。（2万5千ドルを一つのプ
ロジェクトとして2週間くらいで決済ができる迅速な受け入れ体制を整える。）
3.2019―20年度 コロナ禍でも多くの寄付（4億860万ドル）を頂いた。
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ロータリー財団の進化（最優先項目はポリオ根絶）
1.6つの重点分野に「環境の保全」を追加したこと。
SDGsの先取り。
2.補助金新システム、シェアシステムを作ったこと。
3.ロータリー平和センターの設立と充実
ポール・ハリスが平和をものすごく愛していた。
ポール・ハリス没後50年 ロータリー大学構想（しかし、大学を作ることはとても無
理となった。）
既存の大学に平和センターを作る発想になった。
2012年にスタートし、1,300名を超える卒業生。
2021年に今ある5つの大学に加え、ウガンダの間クレア大学に設置。
2030年までにさらに4つのセンターを新たに設置。
《奈良県下 年次寄付一覧》（2019−2020年度）（クラブ1人当たり平均）
奈良大宮：258ドル
年次基金：192ドル
（2650地区1人当たり）
年次基金合計：87万ドル
（2650地区の年次基金合計）
地区合計：115万ドル
（2650地区のその他寄付含めた合計）
世界の寄付合計：2億3,000万ドル（凄い金額）
※年次基金合計の87万ドルは地区で集めた寄付合計です。シェアされるのがWF50%・DDF5
0%ということで、DDFのそのまた50%が地区補助金です。87万ドルというのがもう少し多
くて1億円になってても良い。それで初めて地区補助金もみんなで使いやすくなる。それ
が日本のロータリーで一人当たりの年次寄付150ドルで良いと言われているのに、何で26
50地区が一人当たり180ドル寄付せなあかんねんとよく質問を頂くが、そのいわれです。
2018−2019年度のロータリー財団の収支
90%以上が正常に事業に使われている。
奈良大宮RCの次年度地区補助金限度額
258ドル×25倍=6450ドル
約67万円＋クラブ拠出金20%＝80万円以上の事業が可能
※次年度が始まるまでの2021年4月までに事業計画を出さないといけない。
《ロータリー財団奨学生》
9月第3例会で同志社大学を卒業した爽やかな青年。家庭環境は決して恵まれてたわけじゃ
ないが学業やスポーツも頑張って、イギリスの大学で途上国における障害者の雇用創出
に関し研究し、地域発展や国の発展を目指すということで抱負を語っておられたと思い
ます。その方が正にグローバル補助金奨学生です。
ロータリー財団奨学生補助金は下記2つの補助金を使うパターンがある
1.地区補助金
2.グローバル補助金（グローバル補助金奨学生：能澤直也さん）
グローバル補助金奨学生
・7つの重点分野のいずれかの分野でキャリアを築くことを目標とする方を支援し、将来
的に持続かつ測定可能な成果を生むことを目標とする
・地区において募集・奨学金の期間：1〜2年間・支給額：3万ドル以上・募集人数：数名
募集資格（全部で17項目 以下抜粋）
・大学院レベルの教育プログラムで学ぶこと・優秀な学業成績とともに親善使節として
の素質を持っていること
・ロータリアンの関係者でないこと等
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奨学金授与の条件（全部で11項目 以下抜粋）
・留学中の全過程での優秀な成績を維持、奨学金プログラムの親善と学業の両面に重点
を置くこと等これらを全部クリアされたのが能澤君です。
奨学金交付までの流れ
①応募
②書類選考（論文・卒業証明・海外の入学許可証・語学力の証明書・学校の推薦書等）
③地区委員会面接
④合格、地区DDF承認
（地区DDFで承認されると自動的にWFの方からも同じ奨学金の額が出る。人によっては1,
000万円位の方もおられた。）
⑤「派遣国側支援クラブと受入れ国側支援クラブ」の決定
（2650地区内のお世話クラブと留学先のお世話クラブを決めないといけない。）
⑥TRFにオンライン申請⇒TRF最終審査合格
⑦奨学金交付
厄介なのは⑤の派遣国側支援クラブと受入れ国側支援クラブを探すということです。受
入れ国側の支援クラブを探すのが大変です。
ここで登場するのが髙野副会長で去年の今頃、髙野副会長から「財団奨学生の中でお世
話クラブ決まってへん子おるんかな？」と聞かれ「9名中3名決まってませんよ。」と言
うと、髙野副会長から「実は幹事しとった時にできへん事があって、どうしてもお世話
したいんやわ。」という話があって、当時は未来計画の委員会の委員長でもあられて組
織変更の話しもチラッと出てまして、私組織変更の話し無茶苦茶時間かかるな、「奨学
生の事もやってて大丈夫ですか？」とチラッと言ったら、髙野副会長が「かまへん。俺
は一人でもやったんねん。」と言い切られまして、そこで能澤さんを奈良大宮クラブで
お世話することになったわけです。
その後、受入れクラブを探そうにも新型コロナが出てきたので、イギリスも奨学生のお
世話してる場合じゃないんですね。そういうのがあって、もうダメかなと。6月の頭の理
事会で有志で寄付しようかと、そこまでの話しになったんですけど、髙野副会長がロー
タリー財団の本部や地区等、色々何回もアプローチして何とかならんかと最後の最後ま
で動かれまして、ようやく能澤さんが行くことができるようになりました。しかも奨学
金も貰えるようになりました。これは正に髙野副会長の男気と完遂です。本当に最後ま
で成し遂げられたんで、本当に凄いなと。髙野副会長のことだから「彼が行けたのは俺
のおかげや。」って、そんなことおっしゃりませんが、そういうことも皆さんがご存じ
ない中で、昨年度ご活躍されましたよということをここで披露しておきたいと思います。
本当は今日これが一番、言いたかったんですけども。それで、皆さんの笑顔のためにロー
タリー財団というのはちゃんと機能しておりますので、今後も気持ちよくご寄付頂けれ
ばと思っております。どうも、ご清聴ありがとうございました。

謝 辞
多田会長
宮西地区ロータリー財団副委員長様、ロータリー財団
について詳しく且つ丁寧に説明頂き、ありがとうござい
ました。十分理解して頂けたのかなと思っています。ロー
タリー財団の指名をご理解いただき、またご寄付の方も
よろしくお願い致します。
最後の能澤さんの話しですが能澤さんがイギリスに留学
できたのも、今お話がありました様に髙野さんの男気と
勇気、頑張りが功を奏したのかなと思っております。髙
野さんもご苦労様でした。
ありがとうございました。
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結婚・誕生日お祝い
結婚お祝い
梅谷裕規 会員（11月2日：結婚記念日）
南谷正仁 会員（11月3日：結婚記念日）
倉田智史 会員（11月4日：結婚記念日）
門脇伸幸 会員（11月8日：結婚記念日）
辻本和弘 会員（11月10日：結婚記念日）
林 勝利 会員（11月10日：結婚記念日）
水野憲治 会員（11月11日：結婚記念日）
森山憲克 会員（11月15日：結婚記念日）
井口義弘 会員（11月22日：結婚記念日）
中奥雅巳 会員（11月23日：結婚記念日）
成田和哉 会員（11月23日：結婚記念日）
西村甲児 会員（11月24日：結婚記念日）
誕生日お祝い
南谷正仁 会員（11月3日：誕生日）
中嶌 大 会員（11月5日：誕生日）
矢追家麻呂会員（11月13日：誕生日）
辻本幸則 会員（11月15日：誕生日）
松岡嘉平治会員（11月18日：誕生日）
佐川 肇 会員（11月18日：誕生日）
爲則泰二 会員（11月21日：誕生日）

結婚・誕生日の会員
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乾杯の挨拶
髙野副会長
こんばんは。ちょっと話させてもらうとね。今実を言
うと僕はジレンマで悩んどるところがあります。それは
何かというと新型コロナの猛威が振るいそうになってお
るということと、今日情報集会の日程を配ったというこ
とで、それを担当している者としては実を言うと本心は
悩んでおります。ただ、第１回情報集会の私の纏めを皆
さんにお渡しするにあたって、各班の議事録を5回ずつぐ
らい読みました。皆ね、ひしひしと感じるのは、やっぱ
りコミュニケーション取りたいとか、そういうのをひし
ひしと感じました。それと先日の理事会で特に新入会員
さんが沢山入ってこられた中で、色々とコミュニケーショ
ンを取っていくことが必要であろうというようなことで、今回させて頂くことに踏み切
りました。幸いアメリカの方では90%以上効果のあるワクチンが次々と開発されてきてお
るということで、何とかそれが間に合うまで皆さん気を付けて頂いて、凌いで頂きたい
と思っております。では、乾杯に移りたいと思います。
本日お集まりいただいている皆さまの健康と、当クラブの益々の繁栄を祈念致しまして
乾杯したいと思います。乾杯！！

ニコニコ箱
多田

実

君

水野憲治

君

北河原公敬君
植村将史

君

佐川 肇 君
中條章夫 君
辻本和弘 君
辻本幸則 君
野﨑隆男 君
林 勝利 君
藤井正勝 君
堀内眞治 君
弓場裕史 君
吉田英正 君
ニコニコ協力

本日計 56,000円

累計 958,000円

本日は、クラブ討論会です。宮西地区ロータリー財団副委員長、宜しく
お願いします。
宮西地区ロータリー財団副委員長、本日の卓話宜しくお願い申し上げま
す。
明日(18日)午後3時過ぎより奈良日米協会主催で、米国空軍太平洋音楽隊
のジャズバンドのコンサートが、東大寺の金鐘ホールで開催されます。
無料ですのでお時間のある方はご来場下さい。
嫁はいませんが結婚記念日のお花ありがとうございました。母親のとこ
ろに届けました。
喜寿のお祝いありがとうございます。
睡眠をとって、暴飲を控えて、コロナに打ち勝とう。ニコニコ
結婚記念日にお花ありがとうございました。すっかり忘れてました。
誕生日のお祝いありがとうございます！
先週例会欠席しました。ニコニコに協力です！
結婚記念日祝のお花ありがとうございました。
宮西地区財団副委員長殿、本日の卓話宜しくお願いします。
宮西さん、本日のクラブ討論会楽しみにしています。
本日宮西さんよろしく御指導願います。
ついつい忘れてしまいそうなので、気付いた時にニコニコ。
井口善弘 君 中奥雅巳 君 西村甲児 君 南谷正仁 君
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◆例会変更・休会のお知らせ◆
〈大和郡山ロータリークラブ〉
12月18日 （月）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。
〈奈良西ロータリークラブ〉９月３日（木）より例会再会
11月26日 （木）定款細則8-1-Cによる休会
12月17日 （木）第2回家族親睦移動例会の為、例会会場変更
※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〉
12月11日 （金）忘年親睦家族会の為、時間・場所変更
ビジター受付は行いません。
〈大和高田ロータリークラブ〉
12月２９日 （火）定款第7条第1節(C)による休会
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〉
12月1日 （火）会員のみの例会
12月15日 （火）会員のみの例会
※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〉
11月26日 （木）定款第8条第1節Cによる休会
12月3日 （木）家族忘年会の為、日時および例会場変更
日時：12月5日（土）18:00〜
例会場：ホテル日航奈良
※いずれもビジター受付は行いません。
2020年11月より下記新例会場に変更
【新例会場】三輪山会館
〒633-8538
奈良県桜井市三輪1422
TEL0744-42-6633

今後の予定
12月1日

卓話：未定、年次総会
献血センター
12月6日 第2回家族親睦例会（JWマリオットホテル奈良（吉野Ⅰ、Ⅱ））
12月15日 卓話：大倉 源次郎様
能楽小鼓方 大倉流十六世宗家
12月22日 友愛例会

●会報・雑誌委員会/國原正記 西村甲児
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成田和哉

渡邊あきの

webmaster/國原正記

