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会長挨拶

【中嶌会長】

こんばんは。いよいよ始まってしまいました。東京は緊急事態宣言
が解除され まん延防止も11日が期限でしたが、感染者、重症者数が
右上がりになり、東京、埼玉、千葉、神奈川の一都三県は延長の調整
が入るようです。インドネシア、インドでは、感染力が従来型の二倍
のデルタ変異型ウイルスが猛威を振るっている。また、3日に熱海で
盛り土に水がたまり崩壊し、土石流により2人が亡くなられ約20人は安
否不明とのことです。そんな中でのスタートで今後なにが起こるか分
かりませんが、状況に応じて粛々と事業を進めてまいりますので、一
年間 皆様ご協力よろしくお願いいたします。
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通算1988回

◎本日出席者 ６５名

◎本日出席率 １００％

6月22日

通算1986回の修正

◎出席率 １００％

◎補填前欠席者 －名

◎欠席補填者 －名
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理事会報告

【中嶌会長】

それでは理事会報告をいたします。まず7月のクラブ運営の件でございます。コロナ関
係なんですけども基本的にはステージ2は通常通りの例会を開催する。ステージ4になる
と中止ということでございます。ステージが3の場合ですが、基本は、去年通り例会を中
止したいと思っておりますが7月28日に奈良東ロータリークラブとの合同の公式訪問がご
ざいます。20日には、ガバナー補佐の訪問もございます。次週も委員会の活動方針の発
表もございますので、ステージ3であっても例会は開催し、弁当方式とする、ということ
で決まりました。8月3日の例会でございますが、これは7月26日月曜日に発表されるステー
ジの状況を確認して皆さんに連絡させていただきたいと思っています。

続きまして、年間行事予定の件、理事役員委員会組織表の件、それから、収支予算の
件、これについて後から説明あると思いますが、本日状差しに入れております概況報告
に記載しております。

それから定例理事会開催の件、議事録開示の件ですが、理事会は例年通り例会のある
第一例会の午後4時から奈良ホテルで開催することとし、議事録は翌月の末までに状差し
にいれて開示する、ということで承認いただきました。

続きまして、会長・副会長の職務代行の順位ですが、これも従来通り、会長・副会長
の後は、ロータリー歴の長い順で楠下さん、佐川さん、弓場さん、野末さん、清岡さん
になっておりまして、これも承認されました。
前期会費の件。これについては後から南谷会計の方から報告があると思いますが、承認
されました。指定銀行の件につきましても従来通り、南都銀行で承認されました。
それから名誉会員の件ですが、これも例年通り竹川さん、中井さん、有井さんの3人で

承認されております。
続きまして、例会のメイクアップの件ですが、これも昨年同様、奉仕事業、地区事業、

それから理事会、情報集会、インターアクト、クラブ主催の親睦ゴルフの時にメイクアッ
プ扱いするということになっています。残念ながらプライベートのゴルフは該当しませ
んので気を付けてください。事務局の件ですが、これも従来通りで承認されております。

次にガバナー公式訪問の件ですが、奈良東ロータリークラブと打ち合わせしておりま
して、その日程・時間及び理事役員の出席者も承認されております。
続きまして、本年度第1回の家族親睦会の件ですが、一応、日程等につきましては後日、

河野親睦委員長さんの方からご報告はあろうかと思いますが内容について、承認されま
した。

次に、潮田会員の例会出席免除の承認の件ですが、これ要件通りですので承認いたし
ました。

続きまして、インターシティミーティングIMの件ですが、これも承認されまして、後
日、中條会員の方から説明があろうかと思います。
次にクールビズの件ですが、例年通り7月～10月、翌年の5、6月がクールビスの期間に

該当しておりまして、これも承認されました。
以上理事会報告でした。



3

地区委員委嘱状授与

米山奨学委員会
副委員長 冨川 悟 会員

地区ロータリー財団委員会
副委員長 宮西 正伸 会員

グローバル補助金委員会
委員 増井 義久 会員

インターアクト委員会
委員 倉田 智史 会員

青少年交換委員会
委員 清岡 義教 会員

青少年育成委員会
委員 辻本 和久 会員

ロータリー希望の風奨学金特別委員会
委員 北河原 公敬 会員
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多田前会長旭日小綬章受賞お祝い

委員会報告

【IM実行委員会 中條IM実行委員長】

・IM組織図の件
IMが１年ずれましたが必ずやります。組織図は状差

しに入れてあります。１０／９奈良県コンベンション
ホールにて開催しますのでご参加よろしくお願いいた
します。オンラインとハイブリットで行います。ご協
力よろしくお願いします。

【米山奨学会 平方カウンセラー】

・米山奨学生・カウンセラー集会の件
７／４春日ホテルにて奈良ブロック米山奨学生カウ

ンセラー集会が開催されました。
１０月の米山月間での卓話の調整を行いました。許

さんが当クラブと大和高田にて１０／１９にダブルヘッ
ダーでして頂きます。

【会計 南谷会計】

７／３０までに前期会費の納入を
お願いします。

【会報雑誌委員会 城田会報雑誌委員長】

ロータリーの友読みどころ発表

幹事報告

会員証配布 ７月例会予定・ガバナー訪問例会案内・クラブ活動概況報告は状差しにあ
ります。概況報告は次回ご持参ください。奈良市モニタリング調査でステージ３となっ
ている為出席義務はありません。クールビズは７月から１０月及び翌年５月と６月です。
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会長就任挨拶

【中嶌会長】活動方針
スローガン「ロータリーは品格」
＊相互理解と高潔性をもって奉仕の理念を実践しよう＊

この度、2021－2022年度奈良大宮ロータリーク
ラブの会長に推挙されました。今はただ、その責
務の重さを痛感しております。1989年6月に入会致
しましたので、ロータリー歴は長いもののロータ
リーに関しては全く不勉強であります。しかし、
ロータリーに入会してから本当に多くの諸先輩方
から人生について心温かい様々なご教示ご指導を
受け現在に至っております。諸先輩方が築いてく
ださった奈良大宮クラブのよき伝統を、次の世代

に繋いでいくことが、諸先輩方に対する礼儀だと思います。一年間頑張りますので理事
役員の皆様はもとより、会員皆様どうかご協力よろしくお願いいたします。
近年特にロータリーを取り巻く環境が著しく変化してきており、当然のことながら時代
にふさわしい活動が要求されてきている。そのためか、最近のロータリーの考え方や活
動は対外的社会奉仕活動にその軸足が移ってきており、本来のロータリーらしさが消え
つつあるような思いをされている方も多いのではないでしょうか。
馬場益弘ガバナーは本年度地区スローガンを「活力と輝き」とされ、ロータリーの基本
を大切にし、活力のある輝くクラブを目指そうと方針を打ち出された。
そのためには、ロータリアン自らの生業を充実させ、家族と従業員を守り、足元を鍛え
なおし、職業を通じて奉仕活動に邁進することが大切とされておられます。
世界的にもロータリーの会員数は過去17年以上120万人のまま横ばいになっており、日

本でも1996年から98年をピークに減少に転じている。日本においては阪神淡路大震災後N
PO法人が激増したことに会員減少の一つの原因があるのではないかと思われます。ロー
タリークラブは職業奉仕という金看板を持っているから他の奉仕団体や慈善団体と違う
といわれながら、職業奉仕に目を向けてこなかったことが会員減少につながっているの
ではないでしょうか。そこで本年度は本来のロータリーらしさである職業奉仕に力を注
いでみたいと考えています。この度のコロナ、地震、津波、そして異常気象が引き起こ
す台風、水害等の災害の中、ロータリーの『不易』の部分にいま一度立ち返り、ロータ
リアンは品格を保持し職業を通じて奉仕活動を行い本来のロータリー活動を押し進め未
曾有の困難に打ち勝ちたいと考えています。そこで「ロータリーは品格」をスローガン
とし、次の方針のもと活力と輝きのあるクラブを作りたいと考えます。
１、ロータリーにとっての『不易』は、職業奉仕の実践である。

ロータリーでは高潔性と高い倫理が重視されています。我々の北河原パストガバナー
は「ロータリーは心くばりー謙虚・誠実・精励―」を地区スローガンとしてされま
した。われわれロータリアンはこのような品格を堅持し職業奉仕を実践しなければ
ならない。

２、メンバーはお互いの職業の内容と職業に対する理念及び考え方をもっと知ろう。
そのためには、例会時に各テーブルで、また少人数単位の情報集会で、自分の職業
の概要、経営理念、成功点失敗点、問題点、経営上の悩み等について語ろう。

３、地域に密着した奉仕活動を実施する。
「障がいのある人に生業と働く希望を！」をテーマに、障がいのある方々が働くこ
とに生きがいを感じ、社会との繋がりをもって、自立できるように支援していく。

４、会員相互の親睦に力を入れたい。
我がクラブは他クラブからも羨ましがられるクラブである。この特色をもっと充実
させよう。

５、クラブ全体でIMを盛り立てよう。
コロナ禍でかなりの制約がある中で、県下のロータリアンが親しく交流でき、研鑽
できるIMを目指す。

６、県下合同の奉仕活動を検討したい。
一クラブでの奉仕活動では人員的にも規模的にもまた経済的にも限定されたものに
なるように思われる。そこで県下合同の奉仕活動を他クラブと検討していく。
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幹事就任挨拶

【中奥幹事】
中嶌会長の下で幹事をさせていただきます中奥

です。よろしくお願いいたします。
今日は、理事会、例会を準備するにあたって、バ
タバタと過ごしておりました。改めて今まで幹事
をされた皆さん大変だったのだと思った次第です。
水野前幹事一年間お疲れ様でした。コロナ禍の中
で年度が始まり、準備段階では、委員長会議も例
年より一ヶ月遅れとなって、各委員長様には時間
がない中、今日まで準備していただきました。改
めて例会、クラブ運営をするためには、それぞれ

の委員会の方が役割を遂行していただいて成り立っていることを実感しており、感謝し
ております。一年間よろしくお願いいたします。年間の行事計画についてお話しさせて
いただきます。７月は第４例会にガバナー公式訪問があります。それまでにやるべきこ
ともあって、予定通り例会は開催いたします。第２例会では委員会基本方針の発表、第
３例会終了後に武藤ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会がございます。奈良市のモ
ニタリング調査で現在ステージ３のままではありますが、その場合、本日と同じく出席
義務はなしでの開催といたします。
８月以降の例会では、本年度、中嶌会長が力を入れていきたいといわれている、職業奉
仕を中心としたクラブ討論会を多く計画しております。奈良ホテルで一番広い会場であ
るこの大和の間で８名用の円卓に４から５名で十分距離をとりコロナ対策をしたうえで
開催したいと思っております。１０月にはインターシティーミーティングをホストとし
て開催予定です。現地会場とオンラインのハイブリット方式で、今までにない形態で行
う予定で、実行委員会の皆様とともに、この変化にも対応していかないとなりません。
こちらは、移動例会として行います。家族親睦例会については、年４回計画しておりま
す。親睦活動委員会の皆さんが楽しい企画を考えてくれていますので、是非ご家族と一
緒にご参加いただきたいと思います。その他に地区補助金を申請した社会奉仕事業も予
定しておりますが、詳細が決まり次第皆様にご案内させていただきます。
一年間、奈良大宮ロータリークラブのクラブ運営を滞りなく行うためには、幹事として
きっちりと準備をし、何より私自身がまじめに取り組むことが大事だと思っております。
一年後の退任挨拶では、コロナの状況も良くなり、通常の形態に戻って、笑ってご挨拶
出来たらいいなと思っております。
皆様のご指導とご協力をお願いいたしまして、幹事就任挨拶とさせていただきます。

ニコニコ箱 合計 126,000円 累計 126,000円

中嶌 大 君 いよいよ始まりました。一年間皆様よろしくお願い致します。
中奥雅巳 君 皆様、至らない点も多々あるかと思いますが、一年間幹事を務めさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
森山斗福 君 今年度よろしくお願いします。
谷川千代則君 中嶌会長、中奥幹事、一年間お世話になります。よろしくお願いします。
多田 実 君 中嶌会長、中奥幹事、1年間ご苦労様です。いよいよ中嶌会長年度が本日

から始まりました。中嶌年度は、新型コロナウィルス感染症に負けるこ
となく1年間滞りなくロータリー活動が実践できることを祈念してニコニ
コします。

北河原公敬君 中嶌会長はじめ役員の皆様、コロナ禍の中での船出ですが、素晴しい年
度となりますようお祈りします。先ほど2回目のワクチン接種をしてまい
りました。まずは一安心となるのでしょうか。

飯田二昭 君 新年度のスタートを祝って。楽しみにしています。
植村将史 君 中嶌会長、中奥幹事、1年間宜しくお願い致します。
潮田悦男 君 中嶌会長年度のスタートをお祝いします。
川端 昇 君 本年1年間よろしくお願いします。ニコニコ協力もよろしく。
清岡義教 君 中嶌新年度 誠におめでとうございます。今年1年どうぞ宜しくお願い致

します。
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國原正記 君 今年度、会員増強委員長をさせて頂きます。一年間、ご紹介をどうぞ宜
しくお願い致します。

倉田智史 君 中嶌会長、中奥幹事、一年間どうぞ宜しくお願い致します。
佐川 肇 君 中嶌会長、中奥幹事、1年間よろしくお願いします。コロナ騒ぎが一日も

早く終息しますように。
髙野 治 君 中嶌会長、中奥幹事、今年1年宜しくお願いいたします。
辻本幸則 君 本年度、ニコニコ副委員長となりました。宜しくお願いいたします！
中條章夫 君 中嶌会長、中奥幹事1年間ごくろうさまです。ニコニコ
冨川 悟 君 新年度 中嶌会長、中奥幹事の門出を祝して！1年間の無事を祈ります。

頑張って下さい。
野﨑隆男 君 本年度副幹事をさせて頂きます野﨑です。一年間よろしくお願い致しま

す。
野末勝宏 君 中嶌会長、中奥幹事、一年間、お身体に気を付けて頑張って下さい。
福本良平 君 本年度もよろしくお願い致します。
藤井正勝 君 中嶌会長、中奥幹事、一年間宜しくお願いします。ガンバって下さい。
藤川保雄 君 前年度は皆様にお世話になりました。今年度もよろしくお願いします。
水野憲治 君 昨年度は大変お世話になりました。本年もどうぞ宜しくお願いします。
宮西正伸 君 中嶌会長、中奥幹事、門出を祝して。一年楽しみにしております。
武藤廣茂 君 中嶌会長、中奥幹事、理事役員の皆様、いよいよ新年度が始まります。

よろしくお願いします。多田直前会長、水野直前幹事、おつかれ様でし
た。そしてありがとうございました。

山口尚紀 君 1年間宜しくお願い致します。
弓場裕史 君 中嶌年度はじまりました。本年度を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 河野里志 君 小西敏文 君

鈴木 譲 君 辻本和弘 君 成田和哉 君 平方貴之 君
堀内眞治 君 南谷正仁 君 宮坂勝紀 君 矢追家麻呂君

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜やまと西和ロータリークラブ＞
7月6日（火）例会場変更信貴山成福院12時45分～
※ビジター受付いたしません
7月13日（火）例会方法変更
※ビジター受付いたしません
7月20日（火）（定款第8条第1節-C）休会
※ビジター受付いたしません
7月27日（火）例会方法変更
※ビジター受付いたしません
8月10日（火）（定款第8条第1節-C）休会
※ビジター受付いたしません
8月3日（火）8月17日（火）8月24日（火）8月31日（火）会員のみの例会
※ビジター受付いたしません

＜五條ロータリークラブ＞
7月14日（水）休会 定款第7条第1節ｄによる
※ビジター受付は行いません。
7月21日（水）休会 定款第7条第1節ｄによる
※ビジター受付は行いません。
7月28日（水）休会 定款第7条第1節ｄによる
※ビジター受付は行いません。
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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＞
7月19日（月）休会（定款細則第5条第2節）
※ビジター受付は行いません。
7月26日（月）例会場変更 信貴山のどか村
※ビジター受付は行いません。

＜桜井ロータリークラブ＞
7月21日（水）休会（定款第７条‐1節(d) 適用）
※ビジター受付は行いません。
8月11日（水）休会（定款第７条‐1節(d) 適用）
※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＞
7月22日（祝・木）休会（定款細則第7条1-ｄ）
※ビジター受付は行いません。
8月12日（木）休会（定款細則第7条1-ｄ）
※ビジター受付は行いません。

＜平城京ロータリークラブ＞
7月22日（木）休会 定款第7条第1節（ｄ）による
8月12日（木）休会 定款第7条第1節（ｄ）による
8月19日（木）ガバナー公式訪問のため時間変更

18：00～19：00

今後の予定

7月20日（火）卓話 中條章夫 会員
例会終了後 クラブ協議会 武藤がバナー補佐訪問

7月27日（火）例会日振替
7月28日（水）ガバナー公式訪問例会（奈良東RC合同）場所：ホテル日航奈良


