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例会状況報告

3月16日

通算1982回

◎本日出席者 ５８名

◎本日出席率９２．０６％

11月24日

通算1980回の修正

◎出席率 ９８．４６％

◎補填前欠席者 ８名

◎欠席補填者 ７名

会長の時間

【多田会長】

改めて皆さん、こんばんは。未だ新型コロナ感染症は終息していま
せんが3月2日、奈良市の感染状況の警戒レベルのステージがⅢからⅡ
へと下がったことから、漸く約3ヶ月ぶりに本日、例会を開催すること
ができました。再開した例会に沢山のロータリアンの皆様に出席して
頂き、誠に有り難う御座います。

皆様もウイズコロナの生活に少し疲れ気味かと思いますが、感染力
の強い変異株がこれからの新型コロナウイルスの主流になるとの報道
もされております。今一度気を引き締めてこの状況を乗り越え、残り
約4ヶ月となる私の年度の最後までロータリー活動・例会を継続してゆ
ければと思っております。ご協力、宜しくお願いします。

本日のビジター

敖 燕嬌さん（ゴウエンキョウ）米山奨学生
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米山奨学金授与

米山奨学生挨拶
【敖 燕嬌さん（ゴウエンキョウ）】

皆さん、こんにちは。敖 燕嬌（ゴウエンキョウ）と申します。この一年間大変お世話
になりました。本当にありがとうございました。時間が経つのは早いものでございます。
米山奨学生になってもう一年が経ちました。新型コロナウイルスの影響で例会に参加で
きる機会が少なくなってしまいました。しかし、この様な中でも奈良の様々な分野の最
前線で活躍されている方々から貴重なお話を聞かせて頂き、自分自身は視野を広げるこ
とができて大きく成長してきたと思います。ロータリー主催の奉仕事業を学び米山記念
奨学事業に対してもっと深く理解できるようになりました。本当に皆さんの社会奉仕の
精神の偉大さを感じました。この一年間、特にカウンセラーの方を困らせることが沢山
ありました。それでも親切に相談やアドバイスをして下さって心からの温かさを感じて
います。本当に心から感謝申し上げます。一年間の奨学生活は短いですが、私の留学生
活の中で一番良い経験をさせて頂きました。米山記念奨学金のおかげで学校の研究に専
念できています。そのおかげで研究の結果としての論文を国際学術会議に発表すること
ができました。これからの進路としては楽天大阪支社の方に就職する事になりましたが、
引き続きロータリーの皆さんと交流を深めてまいりたいと思います。米山記念奨学生と
して就労し、私は米山学友としてロータリーの奉仕の精神というものを忘れず、日本・
中国をはじめ世界で自分の力で貢献したいと思います。また将来、中国に帰って架け橋
として中国と日本の相互理解や友好を深めることを目指し、頑張り続けたいと思います。
一年間のご支援を頂き、本当にありがとうございました。
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賀寿のお祝い

【平野貞治 会員】

挨拶
【平野会員】
歳を重ねまして、喜寿・米寿・卒寿と次々とお祝いを頂きまして、本当にありがとうご
ざいました。これからも健康に留意して、なるべく例会に出席させて頂きたいと思いま
すので、よろしくお願い致します。どうもありがとうございました。

退会挨拶

【西村会員】

西村でございます。この度、弁護士を15年程させて頂いてきましたが3月一杯で弁護士
を退職しまして4月から高松高等裁判所の方で裁判官として勤務をすることになりました。
ロータリーには平成29年に入会をさせて頂きまして、非常にアットホームに迎えて頂き
まして今まで、本当に楽しく活動をすることができました。できれば続けたいという思
いもあったんですけども奈良を離れますので、やむなく退会という事にさせて頂きまし
た。皆様に本当にお世話になりまして、ありがとうございました。裁判官は65歳が定年
になってますので、定年を過ぎれば、また奈良で弁護士をしたいと思っておりますので、
その時はまた皆様のお世話になりたいと思ってます。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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委員会報告

【堀内委員長】（親睦委員会）
第3回親睦ゴルフの件、結婚誕生祝いの件

皆さん、お久しぶりでございます。例会始
まりまして早速なんですけども第3回親睦ゴル
フを行いたいと思います。日時は4月8日、場
所は飛鳥カントリークラブという事で本日、
回覧よりさせて頂いておりますので、出欠の
程よろしくお願い致します。尚、この時期な
ので懇親会は無しという事で、よろしくお願
い致します。
あともう一点なんですけども、休会中の結婚
誕生日のお祝いなんですけども始まって早々
に沢山の方々を読み上げるのがなかなか時間

が無いという事で、書面で本日状差しに入れさせて頂きましたので、「改めまして皆さ
ま、おめでとうございます。」以上でございます。

【國原委員長】（会報・雑誌委員会）
ロータリーの友読みどころ
皆さま、改めましてこんばんは。今回のロータリーの友の読みどころですが、1月・2月・
3月分を本日の状差しの方に入れさせて頂いております。まだ見られてない方は、参考に
しながら読んで頂ければと思います。以上でございます。

【植村委員長】（奉仕プロジェクト常任委員会）
献血活動の件
新大宮駅北側ロータリー造園改修工事の件

奉仕プロジェクト常任委員会の植村でござ
います。例会はずっとお休みだったんですけ
ども、その間も着々と奉仕活動をして参りま
した。まず一点目、献血の件なんですけども
通常奈良駅の上の献血ルームでの献血と今年
は新たな試みと致しまして、奈良コンベンショ
ンセンターの天平広場に献血バスを派遣しま
して、マリオットホテルさんの前面の協力を
得て献血活動を行いました。予定希望人数は5
0名だったんですけれどもトータルで61名の方
の参加を頂き、とても効果があったと思って

おります。次年度も引き続き、この2パターンでやってもらったらと引き継ぎたいと思い
ます。それともう一点ですけども、新大宮駅北側タクシー乗り場の整備の件なんですが
関西何とかなんとかという所がしっかりやってくれまして、とても素敵なものが出来上
がっています。多分もうすぐ桜が咲くと思います。咲かなかったら、ちょっとこの人に
は責任取ってもらわんとあかんのですけども、近くにお行きの際はぜひ一度ご覧頂けれ
ばと思っております。以上、報告までです。ありがとうございました。

幹事報告

回覧
・3/23、3/30例会出欠表
・4/8第3回親睦ゴルフ出欠表
状差し
・3月例会スケジュール（3/21家族親睦例会中止）、ハイライトよねやま、風の便りの件
その他
・横断歩道歩行者保護宣言事業所・横断歩行者保護啓発ステッカー送付、
2月20日職業奉仕講演会参加お礼の件
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新入会員卓話

【稲田 正剛 君】

改めまして、こんばんは。まず、本日は休会明け、最初の例会の貴重な時間の中で卓
話をさせていただける事に感謝致しますと共に大変、緊張しておりますが皆様どうぞ宜
しくお願いします。今日は何を話さしていただこうと考えておりましたが、12月の家族
親睦例会で私の持ちネタの25％位を出し尽くしてしまいましたので話が重複すると思い
ますがご了承の程お願いします。
まず、私の事業は一般住宅の新築・リフォームを主とします建設業を営んでおります。

また皆様、お住いの事で何かありましたら宜しくお願いします。
私は昭和49年10月31日に奈良国立病院（現在は奈良市立病院）で生まれまして、生ま

れた時に4,400ｇのBIGベイビーでした。そして、生まれも育ちも奈良市東包永町という
所で現在も会社の所在地でございます。東包永町は皆様もご存じなのは転害門を西に入っ
た所です。なので小学校は転害門の東側にあります地元の鼓阪小学校に通っておりまし
た。鼓阪小学校は奈良市では椿井小学校、済美小学校についで3番目に歴史のある小学校
で、又、東大寺境内の中という事もあり、とても良い環境の中で学びました。
そして、小学校3年から少年野球を始めまして、当時同じ学年の人達よりもパワーがあっ

たので試合にも出してもらえるようになった時、なんと車に跳ねられる事故にあってし
まい足の太ももの骨が完全に折れてしまう大事故でした。その事故でリハビリも含めて1
年間の入院生活を送りました。事故の相手の方が奈良教育大学に在学中の学校の先生を
志してた方で、本当に気を使って頻繁に自分で問題集などを作って病院に来て、明後日
また来るので宿題しといてねと言って帰られるんですが、私は友達たちが漫画の本をお
見舞いに持ってきてくれてたんで、そっちの本を読むのに忙しく全然、宿題をしなかっ
たです。見かねた母親が「この子全然しないんで気の毒で気持ちだけで十分なんで、自
分の勉強に集中して下さい。」って言ったのを覚えております。沢山の方々に心配をか
けましたが、退院して日常生活を送れる事ができました。

その後はもっと足を鍛えなければいけないと思いまして野球を辞め、サッカー部に入
り小・中学校とサッカーをしておりました。中学校も地元の若草中学校に通い、高校は
京都府にあります南京都学園という学校に行っておりました。
そして高校を卒業して、すぐに稼業の稲田建設に入り大工の修行を始めました。最初1

年位はわからない事ばかりで兄弟子達から怒られっぱなしでもう辞めようと何度も思い
ましたが本当に今となれば、最初に大工仕事だけじゃ無く解体工や土工事も経験させて
もらったので現在、見積や段取りする上で活かされてるので感謝してます。

大工として一人前に育ててもらい自分の現場を持って励んでおりましたが、私が25才
の時に母親のガンが発覚し、その時はすでに手遅れの状態で病院の先生にも何時かわか
らないと言われました。丁度その時私は交際中の彼女と結婚に向けて準備をしていた時
でした。母親も約1年頑張ってくれて私の結婚式にも出席する事ができ大変喜んでくれま
した。そして私が26才の時、母が他界しましてその直後に父親が頸椎（けいつい）のヘ
ルニアで手術を受けるため入院する事なりました。その時は父親の事も心配でしたが今
までは父親が営業や見積り・段取りをしてくれてたので本当にどうしょうかなと思いま
したが、やるしかないと思い自分は今後、経営者としてやっていく上で、現場を離れ父
がしていた事をこれからは自分がやっていこうと思い、頑張る事ができました。今とな
ればあの時の経験がその後の自分にとってすごく自信になりました。その後、父も完治
し私が37才の時に代表を引き継ぐ事になり現在に至ります。

まだまだ若輩者ですので今後も皆様からたくさんの事を教わり、少しでも成長してま
いりたいと思っておりますので、今後ともどうぞ宜しくお願いします。ご清聴ありがと
うございました。
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新入会員卓話

【志茂 志津代 君】

例会再開の初回に卓話の時間をいただきありがとうございます。自分を知ってもらう
良い機会ですので、どうぞよろしくお願いいたします。内容は以下の３つです。
１．大昔 →（幼少期～学生時代）について

生まれは奈良県北葛城郡新庄町（今の葛城市です）で、生年月日は昭和４２年１２
月１１日。東京オリンピックと大阪万博の間に生まれました。田舎なので、道路も舗装
されておらず、周りは田んぼだらけでしたが、ものに恵まれ始めた昭和の一番良い時に
生まれたと思います。保育園の卒園遠足は私だけおじいちゃんが付き添いでしたので、
全く楽しくなかったですが、一番楽しくなかったのはおじいちゃんかもしれません。ま
た、学生の頃はスポーツが好きでしたので、バスケットボール部に所属して汗を流して
いました。

２．昔 → （社会人になってから）について
昭和から平成へ、そして世間はバブル絶頂期から崩壊へ、そんな時期に社会人をス

タートしました。大阪の信用金庫で４年半働きました。そして、信用金庫を退職後は地
元の学習塾で事務の仕事につきました。学習塾は、皆とても仲が良く、仕事もプライベー
トもずっと同じメンバーで過ごしていました。仕事もとてもやりがいがあり、仕事の厳
しさと楽しさを知り、部下もたくさんでき、頼られる責任感と喜びも知りました。そし
て、さらに役に立ちたい、もっと自分自身を向上させたいと思うようになり、様々な勉
強を始めました。その一つが心理カウンセラーであり、その後社労士の勉強へと進んで
いきました。

３．ちょっと昔から今 → （社労士になってから）について
社労士事務所を立ち上げたものの、家族が社労士事務所をしているわけでもなく、

社労士の知り合いもいません。また、社労士の実務経験もなければ、いち会社員でしか
なかった私は、経営者の知り合いも皆無で、人脈ゼロ、経験ゼロ、資金ゼロからのスター
トで、社労士としての勝算はゼロでした。そこで、社労士として選んでもらえるにはど
うしたら良いかを考え、自分で自分をブランディングしていくことにしました。まずは、
“社労士志茂”という存在を世間に知ってもらうことが先決で、そのために、話題を作
り、次に志茂ファンを作ろうと考えました。そこで始めたのが、志茂塾～奈良公園を楽
しく走る会～です。多くの人に気軽に参加してもらえるように「走る会」にし、その存
在を知ってもらうために、奈良新聞に掲載をお願いしました。併せて、facebookやメー
ルマガジンも始めました。結果、多くの人と接点を持つことができ、私を認知してもら
えるようになりました。社労士の仕事も声をかけてもらえるようになり、目の前の仕事
を相手の想定以上をこなすことで、順調に仕事も増えていきました。社労士会では副会
長を拝命して６年になります。最初は社労士歴３年の自分が副会長になることのプレッ
シャーに押しつぶされそうでしたが、６年も経つと周りも副会長として認知しれくれる
ようになったと思います。そして、これらを続けた結果、奈良大宮ロータリークラブに
入会でき、皆様と出会うことができました。この出会いに感謝しています。今回は良い
機会をいただき、ありがとうございました。

稲田さん、志茂さんに頂いた卓話の纏めを掲載しています。
詳しくお聞きになられたい方は、HPをご覧ください。
※今回の写真の画像が悪く申し訳ありませんでした。
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ニコニコ箱 本日計 142,000円 累計 1,185,000円

多田 実 君 3ヶ月ぶりに例会を開催できてニコニコです。新型コロナウィルスに感染
することなく、笑顔のロータリアンの皆様と再会できたことを大変嬉し
く思っております。これから毎週例会が開催できることを祈念し、ニコ
ニコとなるようにニコニコします。

水野憲治 君 久々の例会です。皆様のお顔を拝見できるのを楽しみにしておりました。
又、例会再開にあたって例年とは違うイレギュラーな事が沢山あり、
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力お願いします。

飯田二昭 君 ・例会の再開を喜んで ・新型コロナウィルスの一日も早い終息を
願って

稲田正剛 君 本日卓話宜しくお願いします。
潮田悦男 君 皆様おひさしぶりです。元気にコロナ対策実践しています。
菊野和洋 君 結婚記念日にきれいなお花をいただきありがとうございました。
倉田智史 君 皆様お久しぶりです。どうぞ宜しくお願い致します。
小西敏文 君 本日76才の誕生日を迎えました。おいしいお酒を毎晩飲める様、健康に

留意します。
佐川 肇 君 久し振りの例会再開を祝して
谷川千代則君 例会再開にニコニコ
中條章夫 君 本日3月16日74才の誕生日を元気で迎えられた事に感謝です。ニコニコ
辻本幸則 君 活動再開と結婚記念日のお花ありがとうございます。
中奥雅巳 君 皆様お久しぶりです。
西村甲児 君 短い間でしたが大変お世話になりました。奈良大宮ロータリークラブの

ますますのご発展を祈念しております。
平方貴之 君 休会が続いており、ニコニコの進捗状況もかなり厳しいので、皆様のご

協力宜しくお願いいたします。本日は多数また多額のご協力をいただい
た方も多く有り難うございました。

宮西正伸 君 皆様お久しぶりでございます。
武藤廣茂 君 皆さん、今日は。久しぶりにお会い出来て喜しく思っています。一日も

早く通常の例会になる事を願っています。
ニコニコ協力 市田富久夫君 石野捨雄 君 岡﨑真人 君 門脇伸幸 君

川端 昇 君 清岡義教 君 國原正記 君 郡 史朗 君
河野里志 君 城田真平 君 鈴木 譲 君 武中洋勝 君
辻本和弘 君 野末勝宏 君 藤井正勝 君 堀内眞治 君
南谷正仁 君 森山斗福 君 森山憲克 君 矢追家麻呂君
山口尚紀 君 弓場裕史 君 渡邊あきの君

謝 辞

【多田会長】

稲田さん・志茂さん、卓話ありがとうござ
いました。二人とも大変苦労されて、今の地
位を築いたのかなと卓話の中で分かりました。
縁があって奈良大宮ロータリークラブに入っ
て頂きましたので、これからはロータリーラ
イフを楽しんで頂ければ、ありがたいなと思っ
てます。ありがとうございました。
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成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

今後の予定

3月30日 卓話
（講師：株式会社マイナビ 近畿東海営業統括部マーケティング戦略課
課長 佐野雄一郎様・
題名：「中途採用の基本構造とコロナ禍での求職者対応について」）

4月6日 卓話（講師：読売新聞奈良支局長・題名：未定）
4月13日 卓話、結婚・誕生お祝い

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈平城京ロータリークラブ〉
2021年3月18日（木）例会より当面の間、開始時間を変更いたします。
（変更前）18:30開会 → （変更後）18:00開会

〈大和高田ロータリークラブ〉
3月30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〉
3月30日（火） 例会日時場所変更3月27日(土)観桜会廣瀬大社
4月6日（火） 地区大会へ振替の為日時変更
4月13日（火） 会員のみ例会場変更信貴山成福院にて12時45分開会
4月20日（火） 会員のみ例会場時間変更信貴山みよしにて午後6時半開会
※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〉
3月25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。


