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例会状況報告

3月30日

通算1984回

◎本日出席者 ５６名

◎本日出席率９０．３２％

3月16日

通算1982回の修正

◎出席率 １００％

◎補填前欠席者 ５名

◎欠席補填者 ５名

会長の時間

【多田会長】

皆さん、3月25日から2020東京オリンピックの聖火リレーが始まりま
した。その事についてもっと詳しく話そうと思ったんですけども、今
日は立て込んでると言う事で短くしてくれという幹事の要請で、原稿
を会報に載せますので、それをお読み頂ければありがたいと思います。
以上です。以下、会長の原稿より

オリンピックの聖火

2021年3月25日から東京2020オリンピックの国内聖火リレーが福島から
始まりました。古代ギリシャ人にとって、火はプロメテウスが神々の
元から盗んできたものだと考えられており、神聖なものとして、古代
オリンピックの開催期間中、点されていました。

本日のお客様

佐野 裕一郎 様
（株式会社マイナビ 転職情報事業部 近畿東海営業統括部 マーケティ
ング戦略課 マネージャー）

小川 元史 様
（株式会社マイナビ 転職情報事業部 近畿東海営業統括本部 近畿営業
統括部統括部長）
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近代オリンピックで聖火が点されたのは、1928年のアムステルダムオリンピックから
です。オランダの建築家がオリンピックスタジアムの設計に塔で火が燃え続けるという
アイディアを盛り込み、塔に聖火を点されました。聖火がオリンピックの象徴として導
入されて以来、近代オリンピックの一部となり現在まで聖火が点し続けられています。
聖火は、伝統的に、オリンピックの開会式が行われる数ヶ月前に、古代オリンピックが
行われていたギリシャ本土最南端のペロポネソス半島のオリンピア遺跡であるゼウスの
妻ヘーラーの神殿跡で採火されています。聖火トーチへは、太陽光線を一点に集中させ
る凹面鏡に、炉（かまど）の女神ヘスティアを祀る１１人の巫女がトーチをかざすこと
で火を点けています。また、この儀式の本番は非公開とされており、テレビ等で見る採
火の場面はマスコミ向けの“公開リハーサル”だそうです。聖火ランナーの第1走者はギ
リシャの人が、第2走者はオリンピック開催国の人がそれぞれ務めることが慣例となって
います。東京2020オリンピックの聖火ランナーは第1走者に2016年リオデジャネイロオリ
ンピック射撃女子の金メダリストのアナ・コラカキさん、第2走者に2004年アテネオリン
ピック女子マラソン金メダリストの野口みずきさんが務めました。第1走者はこれまで男
性が務めていましたが、女性として初めてコラカキさんが第1走者を務めました。ジェン
ダーフリーの考え方がここにも反映しています。
聖火リレーは、1936年にドイツで開催されたベルリンオリンピックで導入されました。
聖火が全国を回って、オリンピック開会式当日、大会のメイン会場となる新国立競技場
に設置された聖火台に点火され、東京2020オリンピックが無事開催できることを祈念し
たいと思います。

退会挨拶

【中村信清 会員】

中村でございます。皆さん方はお顔は全部拝借してますけれども、私今回は私用でこ
の月一杯で辞めさせて頂きたいと思って誠に恐縮なんですけども、また折がありました
ら再入会、あるいは息子の方を入れて頂く様に配慮しますので、今後とも一つよろしく
お願いします。ありがとうございました。

【北神徳明 会員】
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北神でございます。平成8年に歴史・伝統ある奈良大宮ロータリークラブの会員にして
頂き、25年経ちました。素晴らしい会員さんの下で奉仕活動を通じ多くの学び、喜び、
そして感動を与えて頂いた25年でございます。私も大きく飛躍させて頂きました。人生
最大の喜びも味わうことができました。本当に小さな業種であり、小さな世界しか知ら
なかった私が、この奈良大宮ロータリークラブに入れて頂いたおかげで、沢山の企業の
経営者の方々にお願いし、交流をもち本当に多くを学ばせて頂き、勉強させて頂き業績
の方も順調にいかせて頂いたのであります。
しかし、8年前に胃がんの手術をやりました。そして、また今から4年前に神経系統の病
気にちょっとおかされております。今3ヶ月に1回、埼玉県の聖マリアンナ医科大学に通
院している身でございます。本当に今私が反省し、残念なことは指名委員会の方から大
変大きなお役を指名して頂きながら、病気を理由でお断りした。これが本当に残念です。
自分自身が本当に今も悔しくて仕方がないことをしてしまったなと、心の中に残ってお
ります。奈良大宮ロータリークラブは素晴らしいクラブでございます。皆様方も私の様
に途中で辞めることなく、入会した以上は、要するに終身まで行くんだという気持ちで、
皆様頑張って欲しいと思っております。
私もこれから、まだまだ出かけることも多いと思いますが、ロータリーソングに歌って
おりますように、どこであっても、やあと言おう。見つけた時には、おいと言おうとい
う様に何処かで声をかけて頂ければ、本当に嬉しく思いますので今後とも一つ、よろし
くお願い致します。本当に長い間、ありがとうございました。

委員会報告

【植村委員長】（奉仕プロジェクト委員会）
奉仕プロジェクトの件

奉仕プロジェクト委員会の植村でございます。かねてか
ら、ご報告申し上げておりましたけれども新大宮駅北側ロー
タリー整備の件完成致しまして、先週26日の金曜日に贈呈
式を行いました。うちのクラブからは会長、副会長、幹事、
次年度会長以下13名が参加し、奈良市の方からは仲川市長、
建設部長、土木管理課長等々4名の方に参加して頂きまし
た。当日は若干風がきつかったんですけれども晴天に恵ま
れ、ちょうど桜も、さすが髙野副会長の目論見通り満開で
迎えることができました。今、机上の方に回しております
感謝状も頂きましたので、どうぞご覧ください。まだ見て
頂けていない方は是非とも一度、新大宮駅の北側のロータ

リーで見て頂いたらと思います。以上、報告です。ありがとうございました。

幹事報告

回覧
・4/6、4/13例会出欠
状差し
・親睦ゴルフ組み合わせ
その他
・お弁当の件
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卓話講師プロフィール紹介

【福本副委員長】（プログラム委員会）
それでは、本日の卓話講師のご紹介を致します。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 佐野
裕一郎様でございます。佐野様は乳業メーカーでマーケティ
ング職を経験後、マイナビに中途入社されました。西日本エ
リアを中心に中途採用領域の母集団形成から採用業務改善ま
で、複合的な採用コンサルティングを経験され、これまで2,
500社以上の採用支援を行ってこられました。現在は近畿エ
リアでの市場調査・分析、マーケティング支援業務を中心に
採用セミナー等を担当されておられます。本日は「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」というタイ
トルでお話しを頂きます。それでは佐野様、よろしくお願い
します。

卓話

【佐野裕一郎 氏】（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）
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」

卓話概要
〇中途採用市場について
・中途採用と新卒採用の違い
・コロナ禍でも中途採用市場動向
・コロナ禍での求職者の変化

〇実績を用いたコロナ禍で企業がとるべき対応
・奈良県内企業様の採用事例
・職場におけるコロナ対策に関するアンケート
・選考フォローの再構築
・コロナ禍での採用で大切なこと

〇各種採用ツールの活用術
・採用方法、採用ツールについて
・WEB面接について
・WEB面接の導入に際しての心構え、注意すること
・WEB面接を導入された企業様の声

佐野様に頂いた卓話概要を掲載しています。
詳しくお聞きになられたい方は、HPの動画をご覧ください。

謝 辞

【多田会長】
佐野様の卓話をお聞きしまして、コロナのピンチをチャンスに変えることが良くわりま
した。どうも、ありがとうございました。
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ニコニコ箱 本日計 82,000円 累計 1,356,000円

中村信清 様 令和2年12月末日を以って残念ですが退会することになりました。
30年間公私共大変お世話に相成り、会員時は勝手な事ばかり反省してい
ます。今後共よろしく。

北神徳明 様 25年間本当にありがとうございました。
多田 実 君 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

裕一郎様、本日の卓話宜しくお願いします。楽しみにしております。
水野憲治 君 中村さん、北神さん、長い間おつかれさまでした。又、佐野様、本日の

卓話お願いします。
潮田悦男 君 明日、友人と共に吉野の桜を車で花見に行きます。私の70年余りの人生

で一番早い花見です。下千本、中千本が見頃です。
國原正記 君 智辯学園が残念ながら大分明豊に負けてしまいました。夏に優勝してく

れることに期待してニコニコします。
佐川 肇 君 中村さん、長らくお世話になりました、これからもお元気でご活躍をお

祈りします。先日開催されたライフル射撃のオリンピック最終選考会に
て、我が同志社大学射撃部OGの中口遥選手が日本代表に内定しました。
JOCの理事会で承認されれば正式に決定します。

谷川千代則君 中村さん、北神さん、長い間お世話になりありがとうございました。
辻本和久 君 例会欠席のおわびです。
辻本幸則 君 先日はご利用ありがとうございました！ニコニコ
中嶌 大 君 この3/24息子が税理士登録出来ました。初代(奈良大宮RC会員)が開業し

てから57年が経ち、もうすぐ60年です。父が亡くなり38年経ちますが、
お客様の中には、S57年に父が亡くなった時の日経新聞の訃報のコラムを
copyして今でも財布に入れて「お守り」だとおっしゃって下さる方がい
ます。私達は父の顧客様に対する想いを引継いでいきたいと思います。

福本良平 君 佐野様、本日の卓話ありがとうございます。
武藤廣茂 君 先週、コロナ禍の中、年長児が卒園しました。いつもの事ですが、喜し

くもあり、寂しくもありの心境です。
ニコニコ協力 井口善弘 君 岡﨑真人 君 志茂志津代君

中奥雅巳 君 堀内眞治 君
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●会報・雑誌委員会/國原正記

成田和哉 渡邊あきの webmaster/國原正記

今後の予定

4月13日 新入会員卓話（塚本 勝 君・郡 史朗 君）
4月20日 卓話（講師：NPO法人ワールドシップ 理事長 農澤 明大 様）

題名:「途上国の子どもたちに生のオーケストラ音楽を届ける活動について」

◆例会変更・休会のお知らせ◆

〈大和郡山ロータリークラブ〉
4月26日（月） 定款細則第7条第1節dにより休会
※ビジター受付は行いません。

〈平城京ロータリークラブ〉
4月8日（木） 臨時変更 4月9日（金）17時30分より竹茂楼にて家族親睦例会
4月29日（木） 定款第7条第1節d適用により休会

〈奈良東ロータリークラブ〉
4月7日（水） 桜花例会の為、移動例会
4月14日（水） あすかRCとの合同例会の為、日時・場所変更
4月21日（水） 定款第7条第1節dにより休会
※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〉
4月16日（金） 定款8条1―Cによる休会
4月23日（金） 一泊例会の為、時間・場所変更
4月30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。

〈大和高田ロータリークラブ〉
4月13日（火） 例会開始時間変更 13:00～14:00
4月20日（火） 例会開始時間変更 13:00～14:00
4月27日（火） 例会開始時間変更 13:00～14:00
※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〉
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
4月27日（火） 定款第8条第1節-Cによる休会
5月4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〉
4月8日（木） 定款第7条第1節dによる休会
4月29日（木） 定款第7条第1節dによる休会
5月6日（木） 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。


