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例会状況報告

みなさん、こんばんは。本日は馬場ガバナーをお迎えして、奈良大
宮RCとの公式訪問例会です。皆様、よろしくお願いいたします。
まず、ガバナーの公式訪問と言いますのは、ガバナーが国際ロータリー
の理事として責任と役割を持って2650地区96クラブの現状をガバナー
ご自身でご覧になることです。RIや地区の方針を確認してクラブに活
力を与え、支援するという役割を担って来ていただいています。私た
ちは、私たちのクラブの現状がその方針にかなっているかどうかを振
り返り、同時にガバナーのアドバイスを真摯に受け止めたいと思って
おります。今日は馬場ガバナーよりガバナーの方針、またRIの地区よ
り貴重なお話を伺えることと思いますので本日はよろしくお願いいた
します。合同例会の前にガバナーとの懇談会を行いました。
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7月28日
通算1991回
◎本日出席者

６５名

◎本日出席率

１００％

7月13日
通算1989回の修正
◎出席率
１００％
◎補填前欠席者
−名
◎欠席補填者
−名

その中で一つ、会員増強、我がクラブ結構悩んでいるんですけども、その中で一つ良い
話を頂けまして、インターン会員ということをお話いただけました。京都さくらRCが今
年からやってみようという事なんですけども、早速担当者に連絡させてもらおうと思い
ます。ありがとうございました。そして、奈良東も昨年はコロナの影響で、30周年記念
式典や家族忘年会、また社会奉仕活動も中止になりまして、これも寄贈のみで終わって
おります。多くの会員、家族の集まることがなく、静かな例会を開催できる時に開催を
行ってきました。今まで当たり前のことが大きく昨年から変わってまいりました。本日
は久しぶりに多くの会員とお客様が集まるリアルな合同例会の中、ガバナー訪問が迎え
られたことは本当に感謝しております。また、会長エレクト研修セミナーPETSもリアル
でなくウェブで行われました。ガバナーは最後までリアルでということを推奨されたら
しいんですけども残念でした。これで画面上の話とか文章読むだけでしかなく、人の温
かみがなかったのですが、ここにきてやっと多くのロータリアンの人の温かみがやって
きて、ガバナーアドレスが頂ける事がさらに感謝いたしております。最後にですが、今
オリンピックの真っ最中でございます。馬場ガバナーは日本セーリング連盟の副会長で
もおられます。本当に今日はオリンピックも気になるでしょうが、本日はよろしくお願
いいたします。以上でございます。

幹事報告
・昨日の奈良市モニタリング調査発表ステージ３により８／３の例会は休会。
理事会は予定通り行います。
・８／１０の例会はお盆休みです。

卓 話
馬場益弘ガバナー

奈良大宮ロータリークラブ会員の皆様、奈良東ロータリークラブ会員の皆様、こんば
んは。少しマスクをはずさせて頂きます。お許し下さい。
６月の１１日に２回目のワクチンを接種しまして、もう１カ月以上たって、少しはちょっ
とスーパーマンになったかなというような気持ちでございます。
只今ご丁重なご紹介いただきました、国際ロータリー第２６５０地区２０２１、２０２
２年度ガバナーを拝命いたしました馬場益弘です。所属はご案内の通り、京都西ロータ
リークラブです。先ほど、多くのニコニコを頂きましたこと高いところからではござい
ますが御礼申し上げます、ありがとうございました。
本日は歴史と伝統に輝く中嶌会長率いる奈良大宮ロータリークラブと喜多会長率いる奈
良東ロータリークラブでガバナーアドレスをさせて頂くこと、心から光栄に思っており
ます。また、奈良大宮ロータリークラブは北河原パストガバナーを輩出されております。
北河原パストガバナー様にはですね、諮問委員としてご指導賜り、いつも心強く思って
おります。本当にありがとうございます。
地区運営にしましても武藤ガバナー補佐をはじめ、両クラブから多くのすばらしい地区
委員の皆様に御支援とご協力を頂き、心から御礼と感謝を申し上げます。
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本日は武藤ガバナー補佐と谷口地区幹事長そして池田副幹事長と４名でご訪問させて
頂きました。１年間誠心誠意、懸命に努めてまいりますので、どうかご指導とご鞭撻の
ほどどうぞ宜しくお願いを致します。
本年度の私のスローガンは、活力と輝き、ロータリーの基本を大切にとさせていただき
ました。そしてシェカール・メータRI会長のテーマは、奉仕しようみんなの人生を豊か
にするためにです。今日は私にとって最も大切な公式訪問にて、ガバナーアドレスを皆
様の前でさせて頂き、皆様と色々なお話ができますことに、改めて心から敬意と感謝を
申し上げます。
先ほどご紹介ございましたが、私は京都西ロータリークラブに１９９２年６月に入会さ
せて頂きました。このガバナー年度内にちょうど在籍３０年を迎えます。私の所属して
おります京都西ロータリークラブは、１９５８年の２月に京都ロータリークラブさんを
スポンサーとして、２６５０地区１７番目のロータリークラブとして誕生致しました。
本年度で６４年を迎えます。現在９６名の会員が在籍しております。京都西ロータリー
クラブからのガバナーは私で３人目でございまして、故足立ガバナーそして現在津田パ
ストガバナーがおられます。津田パストガバナーにおかれましては、本年、９８歳をお
迎えになられます。現在もですね、７月の第１例会からお元気に出席して頂いておりま
す。私どもにご指導仰いでおられますこと、本当にありがたく感謝をしております。
私は常々ロータリーを活動する上で、大切にしていることがあります。
それは３つの健康です。１つはこの自身の体の健康です。少し私の実体験を申し上げた
いと思います。先ほどから申し上げましたとおり、２０１２年から２０１３年度の京都
西ロータリークラブの第５５代の会長を仰せつかりましたときに、念のために皆様にご
迷惑をかけたらいけませんので、人間ドッグを受けさせて頂きました。
結果はですね、未破裂の動脈瘤が発見され、ちょうどこの脳のですね、前交通動脈に８
ミリの未破裂動脈瘤が発見されました。この前交通動脈と言うのは、ちょうど心臓から
動脈が上がってまいりまして、右のうと左のうに分かれるちょうどセクションのような
ところでございまして、１番この脳の中の血の循環が活発なところでございます。
で８ミリで、なおかつですね、私の性格によく似たのか、形がいびつでございまして、
開頭してクリッピング手術をしないとだめですというような医師の判断でございました。
ま直後ですね途方にくれまして、２つの病院にセカンドオピニオンをあおぐわけなんで
すが、２つとも同じ御返事でございまして、まあ途方に暮れてですね、どうしようかな
と考えまして、会長就任まで５カ月を残す２０１２年の１月にですね、意を決して頭の
開頭手術を受けるわけですね。
おかげさまで手術は成功に終わりまして、この回復と共に病院のベッドで仕事、そして
家庭、セーリング連盟、そして一番大好きなロータリーの活動のことを考える心の余裕
が出てまいりました時に、私がずっとロータリーのなかで目標にしていたのは、個人の
目標ですが、絶対メイキャップしても退会するまでロータリーの出席を１００パーセン
トにしようということを決めておりました。
ですから、入院するまでに既にメイキャップは何回かしていただき、その当時は２週間
というしばりがございましたので、回数は限られてました。そして、退院後にですね、
まだ頭にネットをかぶっておりましたものですから、次の会長がですね、自クラブで頭
にネットをかぶって例会場に現れますと、皆様非常に不安を思われるんじゃないかなと
思いまして、さんざん悩んだ挙句、ヨットの友人が大阪の茶屋街ロータリークラブとい
うところの会員でございましたので、そこへ３回メイキャップによせて頂きました。友
人はですね、酔っぱらって頭を打って怪我したと冗談ぽく紹介してくれまして、ネット
をかぶったまま１００％続けさせて頂くことができました。そしてやがて、ネットを外
すこともできまして、自クラブに出席した時の喜びはですね、ほんとにはかりしれない
ものでございました。まず健康であることの喜び、例会に出席できたことの喜び、クラ
ブのメンバーと会話できた時の喜びと共に、この自身のですね、体の健康の大切さを、
心から実感したわけでございます。
そして、もうひとつの健康は、もちろん、会社の健康です。私の職業分類は、会報に記
載の通り学校給食でございます。京都府を中心に滋賀、奈良、大阪府、兵庫県、東京都
に出て、幼稚園から、大学までの学生食堂、あるいは給食、購買部、コンビニエンスス
トアなど約１４００名のタップにて運営をさせて頂いております。
業務内容は、食を通じてこれからの社会を支える若者のサポートを目指し、安全で美味
しく安いを基本として、栄養バランスのとれた、美味しいものを楽しく食べて頂くこと、
あるいは、学内にて、文具、わだい、学生服、生活用品など、提供をしております。
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「健康な人に健康な食事を提供し、健康な利益を得、健康な家庭生活を営む」を会社指
針として、歩んでおりましたが、昨年の３月からの新型コロナウイルス感染症の拡大に
よって、新聞紙上で掲載されているとおり、学内の学生あるいは、教職員の皆さんの登
校者は激減致しました。まあ皆様もご存じのとおり、緊急事態宣言が発令されたり、ま
た、解除の繰り返しがあり、この今年の３月のですね、我が社の決算の売上は、前年比
の３３パーセントということになりました。
ガバナーノミニーの後半から、コロナとの戦いが始まり、自身の健康と、家族の健康、
そして会社の健康からなる３つの健康を確保しないと、このガバナーはできないと、そ
のことも大変追い込まれました。
ところが、人間追い込まれますと、逆に強いもので、早々と骨太の方針を上げました。
ひとつは、従業員の雇用を守る。２つめはみんなの会社を守る。３つめは顧客からの信
用を守る。を目標にして、現在も従業員と共にまい進をしております。
この度のコロナ渦で、ロータリー活動を継続するためには、自分の職業がいかに大切で
あるか、ということが骨身にしみました。
そして今こそ、自分の職業を通じての奉仕をすることの、重要性を声を大きく申し上げ
たいと実感をしております。
あと一つの健康は、家庭の健康でございます。このロータリー活動を続けるには、家庭
の理解と、後押しがなければ無理です。そして、家族の健康が重要です。ご家族が大病
を患っておられる、あるいはですね、あってはならないんですが、奥様から離縁状をで
すね、たたきつけられてるような状態では、ロータリー活動どころの話ではございませ
ん。私はあの、幸いにも、家族は健康で、今のところは離婚の話もなく、愛犬と共に明
るく楽しく前向きに家庭生活を送っております。
長々と申し上げましたが、ロータリー活動を長く続けることは逆にですね、３つの健康
が保てるということです。例会出席１００パーセントを目標にすることで、病気に勝ち、
そしてやがてコロナに勝ち、そして明るく楽しい家庭生活が送れることと思っておりま
す。皆さんと共に、この困難に負けず、活力と輝きを蘇らせ、例会出席１００パーセン
トを目指しましょう。日本のロータリーは今年、１０１年目を迎えます。今年は１００
年を超え、最初の一歩の年度です。１００年間この日本のロータリーは、職業奉仕と、
例会出席を、注視していましたが、最近のRIの方向性は、クラブの自主性と柔軟性を重
んじることと、会員増強と、財団寄付の増額を進める社会奉仕団体の方に進んでいるよ
うな気がします。私は地区での役員であり、RI会長の方針をクラブ会員の皆様にお伝え
する重要な責務がございます。只今から今年度のRI会長インド、カルカッタ・マハナガ
ルロータリークラブのシェカール・メータさんからのメッセージをお伝えしたいと思い
ます。シェカール・メータRI会長は奉仕しようみんなの人生を豊かにするために２０２
１年から２２年度のテーマに掲げました。シェカール・メータ会長から発信された今期
の優先活動項目をお伝えいたします。
活動項目の１会員増強、１２０万人から１３０万人へ、今期の大きな取組の一つは、現
上１２０万人の会員を２０２２年７月１日までに１３０万人にすることです。
おひとりおひとりの会員が、おひとりおひとりを入会させるゆうことを、目標とされて
おります。
活動項目の２番目は女子のエンパーメントに焦点をあてることです。ロータリーの中核
的価値観、ＤＥＩ多様性、公平さ、解放性を踏まえ、不利な立場に置かれることが多い
女子へのエンパーメントに取り組むことが重要とし、特に女子に焦点を当てることを示
されております。
活動項目の３番目は、ロータリー奉仕デイの実施です。公共イメージの向上に伴って会
員増強されるという考えで、ロータリー奉仕デイの実施を全地区と、ロータリークラブ
に求めます。全てのロータリークラブとローターアクトクラブが一般市民の参加を促す
ためのロータリー奉仕デイを実施致します。
活動項目の４、ポリオの完全根絶にむけて、世界の子どもたちに約束したポリオの根絶
という目標に向けて、引き続き寄付活動を継続してまいります。
活動項目の５、ロータリーの七つの重点分野を意識した奉仕活動です。本年７月１日よ
りロータリーの７番目の重要分野として新たに環境保全が追加されました。
ロータリー奉仕デイでは、環境を意識した奉仕活動を促しております。
以上シェカール・メータ会長のRI方針を伝えさせて頂きました。
私は本年度の地区スローガンを活力と輝き、ロータリーの基本を大切にとさせていただ
きました。最初に地区の重点活動方針を述べさせていただきます。
4

重点活動方針の１ロータリーの基本を大切にしましょう。ロータリークラブは、１００
年以上にわたって４つのテスト、ロータリーの目的、五大奉仕部門を基本理念として、
長い年月を歩んでまいりました。
そして、世界中のロータリアンが、ロータリーの基本理念を大切にして、奉仕、親睦、
多様性、高潔性、リーダーシップという中核的価値観を元に行動をしてきました。
すべてのクラブは、共通の基本理念と価値観を共有しつつも、クラブの規模と特徴は様々
であり、それぞれの個性を生かして、地域や国際社会に貢献しております。
時にRIの方針は、時代に合わせて変化を続けております。私達の時代に適応していかな
ければなりませんが、このようなコロナ禍のなか、今こそロータリーの基本に立ち返る
時だと考えます。
私はロータリーの中核をなすのは、奉仕と親睦を大切にするロータリアン一人一人と考
えます。
私達２６５０地区はロータリーの基本を大切にしつつ、時代と共に進化した伝統と誇り
ある自らのクラブをしっかり確立してまいりたいと思います。
重点活動方針の２番目は、活力ある輝くクラブ作りを目指しましょう。
クラブがより強固に活力いっぱいに輝くには、まず、ロータリアン自らが生業を充実さ
せ、家族と従業員を守ることです。
今こそ原点に返って、自身の職業を天職と再認識するとともに、自身の職業を通じた職
業奉仕に邁進することです。
またロータリーの最大の魅力は、異業種交流としてのこのような例会出席であり、出席
から生まれるロータリアン同士の、友情です。
あらゆるロータリー活動の主役は、一つ一つのクラブであり、一人一人のロータリアン
であります。今こそ日本のロータリークラブが培ってきた奉仕と親睦例会出席を大切に
活力と輝きのあるクラブ作りを目指しましょう。
重点活動方針の３番目です。新しい環境に適応しましょう。
新型コロナウイルスの感染症拡大を受け、各クラブが感染防止を徹底しつつ、日常のク
ラブ活動を維持するために努力をされてることに、敬意と感謝を申し上げております。
今年度のこのようなガバナー公式訪問と地区行事は各地によってコロナが終息に向かう
予定で計画をすすめております。
地区行事などの開催方法はコロナ発生以前の状態に戻す予定ではございますが、今後の
感染拡大、緊急事態宣言の再発令、あるいは都市間の移動制限、会場の使用制限が発生
した場合は、新しい環境に適応したハイブリッド開催及びバーチャル開催を致します。
次に戦略計画として、クラブ活性化のための具体的方策を述べさせてい頂きます。
１番目は活動プログラムの継承でございます。佐竹ガバナー年度のスローガン伝統と革
新を守り、松原ガバナー年度のスローガンロータリーの原点に返るを受け継ぎ、活力と
輝きのあるロータリー活動を目指します。
そして、ロータリー財団、米山奨学金、ロータリー希望の風奨学金への支援継続、及び、
新型コロナウイルス感染症対策支援と、ポリオ根絶の取り組みの継続をします。
また、地区ガバナー賞は過去２年間のガバナー年度の項目をも継承してまいりたいとも
思っております。
２番目は青少年奉仕への重点取り組みです。ローターアクター、インターアクター、各
財団の奨学生を含め、未来を担う全ての若者を守ってまいりましょう。
ローターアクターや、インターアクターとの交流を深め、ともにロータリー奉仕デイの
開催をして、ローターアクトクラブ、インターアクトクラブの活動支援と、会員増強に、
繋がればと思っております。
そして、ローターアクトクラブに対する、国際ロータリーの、変化に取り組みつつ、ロー
ターアクトクラブを守ってまいります。
またライラのリーダー、学友とロータリーメンバーの流れを強固にするとともに、ロー
タリー青少年交換における青少年の安全に努めてまいります。
３番目は、職業奉仕の原点を再認識した奉仕活動への取り組みです。
職業奉仕はクラブにとって、金看板とも言われている通り、他の奉仕団体や、慈善団体
と区別するロータリーの根本理念で、自らの職業を充実させ、家族と従業員を守り、足
元を鍛え直し、職業を通じて、奉仕活動に邁進しましょう。
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４番目は、会員増強と退会防止に注力することで、メーター会長の重点目標の一つは、
会員増強で、コロナ禍における退会防止とクラブ活性化のため、会員増強をお願いして
おります。ロータリアンであることの誇りと喜びを実感するため、奉仕活動に積極的に
参加すること、そしてロータリアンとして、互いを高めあい、ともに成長できる友人を
作るための交流や親睦の機会を提供することで、退会防止につなげていきましょう。
そしてロータリーのＤＥＩ多様性、公平さ、解放性を女性会員、若者に注目して、会員
増強に努めてまいります。
５番目はロータリー奉仕デイの積極的な取り組みです。
メーター会長の重点目標にそってあるロータリー奉仕デイは各クラブが２つ以上のロー
タリークラブあるいはローターアクトクラブ、インターアクトクラブと共にロータリー
の７番目の重点分野、環境保全を奉仕活動に取り入れ、地域社会の参加者が参加できる
奉仕の機会を提供して、地域社会とのつながりを強化していきます。
そして地域社会でのこのロータリークラブの活動を知って頂くためにメディアで周知を
行い、こうけいイメージの向上と会員増強につながれば幸いです。
６番目は、ロータリー財団よねやま奨学金への積極的支援です。
現在は非常に厳しい社会情勢ですが将来を託す若者の為の奨学金の寄付をお願いをして
おります。
年次給付をひとり１８０ドルポリオプラス３０ドル、米山奨学金２万４０００円、ロー
タリー希望の風奨学金５０００円でございます。
厳しい状況下にご無理を申しあげておりますが、未来の為将来を託す若者たちの為に御
寄附をお願いをしております。
以上本年度重点活動方針と、戦略活動を述べさせていただきました。
新型コロナウイルス感染症の影響は医療、経済活動にとどまらず、日々の生活、働き方、
教育、文化、スポーツ、地域社会にいたるまで、あらゆる分野に及んでおり、私達が日
常を変えました。
とりわけテレワークやオンライン例会を始めＩＣＴやデジタル技術の活用が格段に進み、
私達は新しい生活様式に適応することが求められております。
その一方で、リモートやバーチャルではなく直接触れるこのようなリアルには格別の感
動や魅力があることや、当たり前であった人と人とのきずなや地域社会とのつながりが、
極めて貴重であることが改めて強く認識されました。
私達ロータリアンはこうしたコロナ禍での変化や気づきを踏まえて地域社会の一人一人
の活躍のある社会を再構築していくことが必要です。
そして、コロナ終息後は単に新型コロナウイルス感染症が確認された以前のロータリー
活動に戻るのではなく、コロナ禍を機にさらなる成長をとげ、飛躍したロータリー活動
を目指さなくてはなりません。
最後になりましたが、日本のロータリークラブが培ってきた奉仕と親睦、例会出席を大
切にして、明るく楽しく前向きに活力と輝きのあるロータリークラブを目指しましょう。
本日はご清聴誠にありがとうございました。

謝 辞
中嶌大会長
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番場益弘(ばんば ますひろ)ガバナー様、武藤廣茂（むとう ひろしげ）ガバナー補佐
様、谷内弘照（たにうち こうしょう）幹事長様、池田祥司（いけだしょうじ）副幹事長
様本日は奈良東ロータリークラブ並びに奈良大宮ロータリークラブのガバナー合同公式
訪問にご臨席賜り、ご協議賜り、深く感謝いたします。
RI会長シェカール・メータ様の提唱された2021〜22年度のテーマである「奉仕しよう み
んなの人生を豊かにするため」（SERVE TO CHANGE LIVES）を学び、我々ロータリアン
は、他クラブ、他団体と協力し、変革者として、地域社会、国や世界の人々の人生を豊
かにすることを目指します。また、ガバナーアドレスではクラブ運営の指針をお示しい
ただき、私たちはこれからクラブ一丸となって充実したクラブ運営を目指します。
ロータリーの基本を大切にして、活力と輝きのあるクラブ作りを目指していきたいと考
えております。本日は、どうもありがとうございます。今後ともご指導のほど、よろし
くお願いいたします。またこの後、奈良大宮RCとの会長幹事・理事役員懇談会で今少し
お付き合いいただきますがよろしくお願いいたします。

ガバナーお出迎え

ガバナー記念写真

集合写真
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ニコニコ箱

合計 119,000円

累計 359,000円

中嶌 大

君 馬場ガバナー、武藤ガバナー補佐、谷内幹事長、池田副幹事長の皆々様、
本日は酷暑の中、奈良東・奈良大宮ロータリークラブにご来訪頂きまし
てありがとうございます。よろしくご指導下さいます様お願い致します。
又、奈良東ロータリークラブの皆様方、本日は宜しくお願い致します。
中奥雅巳 君 馬場ガバナー、武藤ガバナー補佐、谷内幹事長、池田副幹事長、奈良東
ロータリークラブの皆様、本日はよろしくお願い致します。
北河原公敬君 馬場益弘ガバナーようこそご来訪下さいました。心より歓迎申し上げま
す。コロナ禍公式訪問が続きますが、ご健勝にて無地終了されますこと
をお祈り申し上げます。本日東大寺では解除会を厳修し、コロナの終息
を祈りました。
飯田二昭 君 馬場ガバナーの公式訪問を歓迎して。
ご指導よろしくお願い申しあげます。
潮田悦男 君 馬場益弘ガバナー、公式訪問御苦労様です。
楠下重郎 君 ガバナーようこそ
多田 実 君 馬場ガバナーご訪問ありがとうございます。ガバナーアドレスを楽しみ
にしております。
中條章夫 君 ようこそ、馬場益弘ガバナー、本日のガバナーアドレスよろしくお願い
いたします。ニコニコ
辻本幸則 君 ゴルフの皆さま、先日は三笠をご利用いただきありがとうございました。
平野貞治 君 馬場ガバナーの公式訪問を歓迎致します。
藤井正勝 君 ガバナーに感謝して。
藤川保雄 君 ようこそガバナー、ご指導よろしくお願いします。
水野憲治 君 馬場ガバナーようこそお越し頂きました。本日は宜しくお願いします。
宮西正伸 君 馬場益弘ガバナー、奈良東ロータリークラブの皆様、本日は有り難うご
ざいます。
ニコニコ協力 井口善弘 君 石野捨雄 君 門脇伸幸 君 清岡義教 君
楠原忠夫 君 倉田智史 君 河野里志 君 小西敏文 君
鈴木 譲 君 塚本 勝 君 冨川 悟 君 野﨑隆男 君
野末勝宏 君 増井義久 君 森山斗福 君 弓場裕史 君

◆例会変更・休会のお知らせ◆
＜奈良西ロータリークラブ＞
・10月14日（木）・10月28日（木）休会（定款細則 ７−１−d による）
※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＞
・10月14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
＜橿原ロータリークラブ＞
・10月15日（金）・29日（金）休会（定款8条1−Cによる）
※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＞
・10月19日（火）（定款第8条第1節-C）年間予定休会
・10月26日（火） 例会方法変更ZOOM例会
※いずれもビジター受付は行いません
＜奈良東ロータリークラブ＞
・10月20日（水）休会（定款 第7条第１節ｄ適用）
・10月27日（水）変更 移動 JW マリオットホテル奈良
※いずれもビジター受付は行いません

今後の予定
・１０月１９日通常例会 奈良ホテル
卓話 米山奨学生 許 以寧（キョイネイ）さん
・１０月２６日通常例会 奈良ホテル
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