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六郎

例会プログラム

会長の時間

第1回7月6日

【多田会長】

委員会前期活動方針発表会
通算1988回

改めて皆さん、こんばんは。私の最後の会長の時間ということにな
りました。先週の土曜日にワクチンの接種を受けてきましたので、そ
のことについてお話ししたいと思います。新型コロナウイルス感染者
数は奈良市の場合、逓減傾向にあります。東京2020オリンピック開催
まで1か月を切るこの時期ですが、東京では感染者数が前の週の同じ曜
日を上回る日が今日まで10日間続いております。新型コロナウイルス
に感染しない、また、感染しても重傷化しない対策の一つとしてワク
チン接種があると思います。
私は、先週土曜日6月26日、奈良市役所においてワクチンを接種しま
した。会員の皆さんの中には既に2回接種された方もおられるようです
が、私のワクチン接種の体験談をお話しますと、ファイザー製のワク
チンを接種しました。注射を打つことは余り好きではないため、イン
フルエンザ予防接種の注射と同じように注射針を身体に刺すとき、
「痛い。」と思っていましたので、緊張していましたが、実際にワク
チンを注射されたとき、「注射針を本当に身体に刺したの」と思う程、
予想外であり、痛みをほとんど感じませんでした。
それは、コロナウイルスワクチン接種は、神経が多く通っている皮
下注射ではなく、余り神経が通っていない筋肉注射で、しかも注射針
が細いためだと思います。
ワクチン接種の後、接種会場で15分間待機しましたが、特別に身体
に変化はありませんでした。花粉症のアレルギーをもっているので、
大丈夫かなと思っていましたが、何らアレルギー反応も有りませんで
した。
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例会状況報告
6月29日
通算1987回
◎本日出席者

６８名

◎本日出席率

１００％

4月6日
通算1985回の修正
◎出席率
１００％
◎補填前欠席者
−名
◎欠席補填者
−名

また、心配していた注射された箇所の痛みは、その日は全く有りませんでした。しか
し、翌日は、注射された方の腕を動かすと、少し痛みを感じました。痛みの程度は、我
慢できないほどの痛みではなく、無視できる程度の痛みでした。また、注射した方の腕
を動かさなければ、痛みを感じることはありませんでした。
私の2回目のワクチン接種は、7月17日と決まっていますが、2回目のワクチン接種を受
けても新型コロナウイルスに感染しないという保証はないようです。しかし、仮に、新
型コロナウイルスに感染しても重症化しないようです。また、ワクチン接種は無料です
ので、可能であればできる限り速い時期に会員の皆様がワクチンを接種することをおす
すめします。そして、できる限り多数の会員の皆様がワクチン接種を受けて、来週から
始まる中嶌年度は、これまで通りの例会運営が実現できればと思っています。是非とも、
できるだけ多くの会員の皆様が、早急にワクチン接種を受けて頂きたく思います。以上
です。ありがとうございました。

RLI修了証授与
【多田会長・中奥副幹事】

修了挨拶
【中奥副幹事】
皆さん、こんばんは。いよいよ次年度から幹
事として始まります。このRLIで勉強したこと
を活かせるように何とか頑張りたいと思ってお
りますので、皆さま、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。

退会挨拶【林会員】
(水野幹事挨拶文代読)
奈良大宮ロータリークラブの皆様へ
奈良ホテルの林です。この度、株式会社JR西日本ホテル開発というJR西日本のホテル
事業を統括している会社へ転勤することになり、6月末をもって退会させて頂くことにな
りました。皆様に直接ご挨拶させて頂きたいのですが、6月中旬より転勤先の業務で出張
することが多く、またコロナ禍の為このような形になり申し訳ございません。令和元年
の10月より1年9ヶ月という短い間でしたが、本当にお世話になりました。今後とも奈良
ホテルへのご愛好、よろしくお願い致します。本当にありがとうございました。
令和3年6月22日
奈良ホテル
林 勝利
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退会経緯説明【松岡会員】
（水野幹事説明）
松岡会員が6月末で退会をされます。昨年、骨折をされてから体調が悪くなられたよう
で、色んな公職にもついておられたんですけれども、今年の6月末で全ての役職を降りら
れます。併せて奈良大宮ロータリークラブも退会せれるという運びになりました。本当
は、今日この場に来て頂きたいということをお願いをしておったんですけれども、体調
がすぐれないということで残念ながら、お越し頂くことができませんでした。
息子さんが次年度以降、ご入会されるということが決まっておりますので、詳細につい
ては息子さんが入会されてから色々お聞きいただけたらと思います。

委員会報告
【國原委員長】（会報・雑誌委員会）
ロータリーの友読みどころ

【堀内委員長】（次年度インターアクト委員会）
インターアクト例会案内の件
皆さん、こんばんは。次年度インターアクト
委員会からのお知らせでございます。インター
アクターも年度変わりまして、新たな活動を再
開しております。例会も行っておりますので報
告させて頂きます。次回は7月9日（金曜日）、
時間はちょっと早いんですけども15時からとい
うことで、こちらの方は直接行って頂いても、
Zoomの配信もしておりますので、また行かれる
方は私か若しくは事務局の方に連絡をして頂い
たらと思います。よろしくお願い致します。以
上でございます。
【中奥次年度幹事】
次年度例会の件
多田会長、水野幹事、本当にお疲れさまでした。
終盤にこうやって例会が開催できまして、次年度も第一回目から例会を開催を致します。
事前に出欠はつけて頂いていたと思いますけども、形としては第一回目友愛例会と書い
ておりますけれども、本日と同じ形式でスクール形式でお弁当という形にはなります。
第二回目、第三回目、四回目にはガバナー公式訪問という形にはなるんですけども、そ
こも都度ご案内を差し上げたいと思っております。状況が許せば通常通りの例会にも戻
したいと思っておりますけども、7月の例会についてはそのような形で行いますので、ど
うぞよろしくお願い致します。以上です。
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幹事報告
回覧
・7/6、7/13例会、ガバナー公式訪問出欠、緑の羽根募金
状差し
・グローバル補助金奨学生募集チラシ、ロータリー日本100年史購入案内チラシ
（ロータリー友事務所）
その他
・なし

会長退任挨拶
【多田会長】

皆さん、改めてこんばんは。それでは、会長退任の挨拶をさせて頂きます。昨年の7月
7日に第1回例会を開催し、当初の予定では今日まで45回の例会を開催する予定でした。
ところが、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、本年度は25回しか例会を開催する
ことができませんでした。また、情報集会と家族親睦例会も各1回開催できたに過ぎませ
んでした。そのため、親睦と友情を深めることができなかったことは、誠に残念です。
ＩＭも中嶌年度に延期となり、本年度は新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年でし
た。
奉仕活動は、コロナ禍の影響を受けましたが、新大宮駅北口道路施設の改修作業と桜
の植樹などの修景の設置、また、信号機のない横断歩道の横断しようとしている歩行者
がいるときの一旦停止運動とこの運動のステッカーの製作と配布、また、近鉄奈良駅ビ
ルの献血ルームとＪＷマリオットホテル奈良様のご協力を得て奈良県コンベンションホー
ルでの献血活動、そして、年末飲酒運転撲滅運動は、当初の計画のとおりに実施できま
した。
これに対し、青少年奉仕委員会が企画した発達障碍者の家族の集まりである「あおぞ
ら倶楽部」については当初、白浜のアドベンチャーワールドにバスで出かけ、そこで障
碍者とその親などとの親睦活動をする予定でしたが、新型コロナウイルス感染症が蔓延
したことから、計画変更し空気清浄機と接触感染を予防する抗菌・抗ウイルステープ等
の寄付と変わりました。当初の計画と大きく変わりましたが、あおぞら倶楽部の家族の
方々に大変喜んで頂きました。また、奈良市立大宮小学校、佐保川小学校、佐保小学校
にも同じく空気清浄機と抗菌・抗ウイルステープを寄贈させていただき、校長先生から
教師が児童に新型コロナウイルスを感染させることを恐れることなく、授業できると大
変喜んで頂きました。
そして、国際奉仕として我がクラブの元・米山奨学生であるガルブジャ・プルナ・プ
ラサッドさんを通じてネパールのシュリー・マハデブ・マデャミック・ウデャラヤ中学
校に教育環境向上に関する備品を寄贈することができました。「プラサットさん！」ご
協力有り難う御座いました。
本年度は、新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年でしたが、このように立派な奉
仕活動ができたのは、会員の皆様の盛大なご支援とご協力があったからと思っておりま
す。心から感謝申し上げます。有り難う御座いました。
これをもって会長退任の挨拶とさせて頂きます。
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会長バッチ交換
【多田会長・中嶌エレクト】

幹事退任挨拶
【水野幹事】

皆様には一年間お世話になりまして、大変ありがとうございました。振り返ってみて
も非常に歴代の幹事の方と比べて、つたない幹事ですし、僕の能力をもってすれば半分
くらいの例会で丁度良かった様に思います。しかしながら、お願いした各委員長の皆様
には大変ご苦労をおかけしました。新型コロナウイルスという例年とは違う環境で苦労
して頂きながら、例会を設営してもらったり、素晴らしい事業を行って頂いたりして、
本当に感謝をしております。各委員長の皆様は僕が本当に自分なりに時間をかけて一生
懸命考えて、その上で自信をもってお願いした方ばっかりだったので、一年が終わろう
としている最近になってよく考えることなんですけれども、新型コロナウイルスがなけ
れば、もっともっと素晴らしい事業や委員会活動をして頂けたんだろうなとワクワクし
て考えたり、その反面、素晴らしい能力を100%発揮できない特別な年に役職をお願いし
たことに対して大変申し訳ないことをしたなと思っております。本日、ご挨拶させて頂
くにあたって一年前の幹事就任のあいさつの会報を見てまいりました。その時には多田
会長が私を幹事に選んで頂いたのは出席率が良いからだという理由で幹事に指名されま
して、必死で断ろうとしたことをご挨拶でお話しさせて頂いたと思うんですけれども、
今は真面目に例会に出席して多田会長にお声がけ頂いて良かったなと思っております。
本当に感謝しております。
本当はもっと45回やりたかったです。本当にこういうスクール形式じゃなくて円卓で皆
さんと食事をとりながら例会をしたかったです。ソングも皆で歌いたかったです。握手
挨拶もしたかったです。それができないのは、非常に残念ですし皆さんに申し訳ない一
年を過ごさせてしまったなと思います。本来の例会の形でないものをほぼ丸一年しいた
形になったのは、非常に申し訳なかったんですけど、でもコロナで亡くなったり、クラ
スターが起きたりしなかったのはそういう無理をお願いしたことが、少しでも役に立っ
たのかなと思います。
そういうご不便はあったと思いますけど、次年度が始まりましたら、この状況もずっと
続くわけでもないでしょうし、次年度は一会員として楽しい例会を過ごしたいなと思っ
ております。一年間どうも、ありがとうございました。
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幹事バッチ交換・鞄授与
【水野幹事・中奥次年度幹事】

会場監督挨拶
【市田会長監督】

皆さん、こんばんは。全然議題にもなく、今とってもしんみりと良い雰囲気だったの
に、私が出ても良いんかなという感じですけども、一年間前の方に座らせて頂いて、ニ
コニコにも書いたんですけども握手挨拶がなく、私も入会してロータリーのスタートと
いうのは握手挨拶から始まって、ソングを皆で歌を歌ってということが始まりでして、
もしかするとこれから握手という日本の文化、ひょっとしたらこれは無くなってしまう
かもしれません。であっても、やっぱりロータリーは握手挨拶から始まってソングでス
タートする、そういう日が一日でも早く戻れば良いなと、私の思いはそれだけでござい
ます。特に食事も上へあがって下に下がって、色々とご苦労をかけましたけども、そん
な中でも本当に一日でも早く元の姿に戻ってくる日がくれば良いなと、その思い一心で
ございます。一年間、つたない会場監督でありましたけれども、ありがとうございまし
た。

6

ニコニコ箱
多田

実

君

水野憲治

君

中嶌

大

君

中奥雅巳

君

北河原公敬君
飯田二昭

君

市田富久夫君
潮田悦男
門脇伸幸
楠原忠夫

君
君
君

國原正記 君
倉田智史 君
佐川

肇

君

髙野 治 君
谷川千代則君
冨川 悟 君
成田和哉

君

野末勝宏
平野貞治

君
君

藤井正勝 君
堀内眞治 君
宮西正伸 君
ニコニコ協力

本日計 128,000円

累計 1,672,000円

新型コロナウィルス感染症が蔓延する中、会員の皆様によって支えられ
てこの1年間を過ごすことができました。本日をもって会長という重責
から解放され、中嶌次年度会長に会長職を引き継ぐことになりました。
会員の皆様、本当に有り難う御座いました。会員の皆様に感謝してニコ
ニコします。
皆様1年間大変御世話になりました。中嶌次年度会長、中奥副幹事いよい
よ来週から新たな年度が始まります。頑張って下さい。
多田会長、水野幹事コロナでイレギュラーなことばかりでお疲れ様でし
た。もし力が残っていればまたご協力宜しくお願い致します。皆様、次
年度絶大なるご協力をお願いします。
多田会長、水野幹事、一年間お疲れさまでした。次年度いろいろとご指
導ください。
コロナ禍の1年でしたが多田会長はじめ役員の皆様本当にご苦労さまでし
た。わが家では例年より早く蓮の花が咲き出して、気品のある姿を楽し
ませてくれています。上品な香りが何ともいえません。
一年間お世話になり有難うございました。次年度もよろしくお願い致し
ます。
一年間ありがとうございました。早く、あくしゅ挨拶とソング合唱の
出来る日が来ることを心から祈っております。
多田会長、たいへんな1年間、御苦労さまでした。
会長、幹事、理事役員の皆様、1年間ありがとうございました。
結婚記念日のお花ありがとうございます。当奈良ホテルで昭和48年結婚
式を挙げて以来47年になります。
一年間ありがとうございました。多田会長、水野幹事、お疲れ様でした。
多田会長、水野幹事、コロナで緊急事態宣言が何回も出る中で、一年間
本当にお疲れ様でした。
久し振りの例会です。先週は2回目のワクチン接種と重なって欠席しまし
た。2回目は2日間発熱しました。もう大丈夫。どこへでも行けますが…
多田会長、水野幹事1年間ご苦労様でした。
多田会長、水野幹事、理事役員の皆様、1年間おつかれ様でした。
多田会長、水野幹事1年間ご苦労さまでした。今年はコロナウィルスの影
響で大変な年度でしたね。例年にない苦労された事と思います。お疲れ
さまでした。
多田会長、水野幹事はじめ会員の皆様一年間誠にありがとうございまし
た。
多田会長、水野幹事一年間お疲れ様でした。
多田会長、水野幹事他役員の皆様、コロナで大変な年度でしたね。
ほんとにご苦労様でした。
会長、幹事、1年間ご苦労さまでした。ありがとうございました。
多田会長、水野幹事、お疲れ様でした。
多田会長、水野幹事、1年間本当にお疲れ様でした。
石野捨雄 君 井口善弘 君 稲田正剛 君 植村将史 君
岡﨑真人 君 菊野和洋 君 清岡義教 君 河野里志 君
郡 史朗 君 小西敏文 君 志茂志津代君 城田真平 君
鈴木 譲 君 平方貴之 君 森山斗福 君 矢追家麻呂君
山口尚紀 君
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◆例会変更・休会のお知らせ◆
〈奈良ロータリークラブ〉
7月8日（木） 定款第8条第1節cによる休会
7月15日（木） 定款第8条第1節cによる休会
7月22日（木） 年間予定による休会
※いずれも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 8日（木）移動例会の為会場変更 ホテル日航奈良にて
7月22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。

今後の予定
7月13日
7月20日
7月27日
7月28日

委員会前期活動方針発表会（全委員会）
卓話
例会日振替
ガバナー公式訪問（ホテル日航奈良、奈良東RC合同）

●会報・雑誌委員会/國原正記
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成田和哉

渡邊あきの

webmaster/國原正記

