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奈良大宮ロータリークラブ

2021-22年度会長スローガン
「ロータリーは品格」
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2021-22年度 RIテーマ

RI会長 シェカール・メータ
地区スローガン
「活力と輝き」
ロータリーの基本を大切に

■幹事：中奥 雅巳

RI第2650地区ガバナー
馬場

益弘

会長挨拶

例会プログラム

【中嶌会長】

第11回11月30日
卓話
通算1998回

こんばんは。奈良公園は紅葉の時期を迎えています。サクラとイチョ
ウは10月下旬でもう終わっています。モミジはこれから12月初旬まで
が最盛期になります。
紅葉は、秋の気温が低いと色付く時期が早くなり、高いと遅くなる
関係にあります。人間社会では、ここ数年のコロナで我々の生活スタ
イルが大きく変わりましたが、自然界では太古の昔から何ら変わりは
ありません。
落葉樹の葉が落ちるのは、葉が自然の加齢に伴い老化して茎から脱
離するためです。でも、葉の落ちた付け根をよく見て下さい。小さな
芽が出ているのが分かるはずです。これが（冬芽）です。葉が落ちる
のは（冬芽）が出てきた証拠なのです。
冬芽は寒い冬を目立たないように過ごします。そして暖かくなった
ら一気に成長するのです。春になるまで何もないのではないのです。
葉が落ちる時から､もう芽が出ているのです。
私達の環境はまだまだ大変な状況が続きますが、私たちにもこの
（冬芽）があるはずです。自分の（冬芽）を大切にしましょう。
ちなみに嵐山では、この週末の土日が一番の見頃を迎えるそうです。
次週の例会はお休みですので、是非ご夫婦で「もみじ狩り」を楽しん
できてください。それでは、これで今日の私の挨拶を終わらせて頂き
ます。
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１．挨拶
２．開会点鐘
３．ソング
４．お客様紹介
５．ビジター紹介
６．会長挨拶
７. 例会状況報告
８．米山奨学金授与
９．指名委員会
10．委員会報告
11．幹事報告
12. 卓話
13. 謝辞
14. 閉会点鐘

例会状況報告
11月16日
通算1997回
◎本日出席者

５１名

◎本日出席率８７．９３％
11月2日
通算1995回の修正
◎出席率
９５．１６％
◎補填前欠席者
８名
◎欠席補填者
５名

委員会報告
【クラブRLI開催について】
髙野クラブ研修リーダー

【親睦ゴルフの案内】
菊野親睦活動委員

本日の状差しに、RLI練習課題「奉仕プロジェ
クトを創造する」というものを入れていま
す。再来週11/30の例会に、地区のRLI委員
会から卓話に来ていただき、卓話を10分お
願いします。残りの20分は各テーブルでプ
チRLIを行います。RLIには先出質問があり、
要は奉仕プロジェクト委員長に仰せつかっ
た時、あなたならどうしますか？という事
を、再来週までに考えていただきたい、と
いう事です。また、ディスカッションリー
ダーに個別にお願いした際、お引き受け下
さりありがとうございました。どうぞ、宜
しくお願いします。

第1回親睦ゴルフコンペ
日時 11月27日(土) 集合8：30
場所 美加ノ原カンツリークラブ
参加予定者は状差しに案内を入れて
います。
【ふれあい農園整備事業について】
弓場社会奉仕委員長

【インターアクトOneDay研修会の件】
堀内インターアクト委員長

11/14(日)にOneDay研修会がzoomで行
われました。一日の研修で、午前中
は下町ロケットのモデルになった植
松さんの講演、午後からは小グルー
プに分けての討論会で、インターア
クト生も交えて私も参加させていた
だき、大変有意義な一日でした。

途中経過ですがご報告させていただきます。
11/11に中嶌会長と障碍者支援施設の「ふれ
あい農園」に伺いまして、今こちらで奈良
大宮ＲＣが、「障がいのある人に生業と働
く希望を」というタイトルで奉仕事業をさ
せていただいております。鹿野園という土
地はなかなか厳しい環境ですが、ロータリー
の知恵と工夫で、獣害対策ネットや雨水タ
ンクをメンバーの田村会員、堀内会員のご
協力を得て無事完成させていただきました。
施設の先生方にも大変喜んでいただいてい
ます。まだこれは道半ばで、現在ミニトラ
クターを発注中で、この辺が整いましたら
贈呈式を予定しておりますので、その際は
会員様にご案内申し上げ、ご参加募りたい
と思います。コロナ禍でも我がクラブの奉
仕事業は続けさせていただいております。
また、12月に飲酒運転撲滅運動を警察署で
行いますし、その後も献血運動が控えてお
りますので、そちらも宜しくお願い申し上
げます。
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結婚・誕生日のお祝い（11月）
結婚お祝い
南谷正仁 会員（3日）
倉田智史 会員（4日）
門脇伸幸 会員（8日）
辻本和弘 会員（10日）
林 勝利 会員（10日）
水野憲治 会員（11日）
森山憲克 会員（15日）
井口善弘 会員（22日）
竹中史郎 会員（22日）
中奥雅巳 会員（23日）
成田和哉 会員（23日）
誕生日お祝い
南谷正仁 会員（3日）
中嶌 大 会員（5日）
矢追家麻呂会員（13日）
辻本幸則 会員（15日）
佐川 肇 会員（18日）
爲則泰二 会員（21日）

幹事報告
・次週23日は祝日の為休会
回覧
・家族親睦例会出欠
・11月30日新入会員歓迎会出欠
・飲酒運転根絶運動出欠
・社会奉仕施設見学出欠

状差し
・ＲＬＩ練習問題
・ハイライト米山
・第5回定例理事会議事録
・第1回親睦ゴルフ組み合わせ

卓 話
クラブ討論会「ロータリー財団について」 宮西正伸会員
宮西会員が登壇され、以下の要旨で卓話を進めて頂きました。
１．ロータリー財団の定義について
２．ロータリー財団の使命
３．ロータリー財団のビジョン声明
４．ロータリー財団の優先項目と目標
５．ポリオに対する取り組みについて
６．歴史について
７．ロータリー財団モデル
８．シェアシステム
９．昨年度の寄付状況
１０．会員増強に関して
最後に素晴らしいロータリークラブへのお誘いは、会員様それぞれの手法や話法をお
持ちであられますと思いますが、是非、「ロータリーにはロータリー財団があって、全
会員からの寄付によって世界中のポリオの発生を抑え、様々な人道的奉仕活動、奨学生
への支援、人材育成など、世界でよいことをしているよ。」という説明も付け加えてい
ただけましたら幸いです。
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ニコニコ箱
中嶌

大

君

中奥雅巳
植村将史

君
君

楠原忠夫

君

倉田智史

君

辻本幸則

君

藤井正勝 君
ニコニコ協力

合計 30,000円

累計 634,000円

暗くなるのが早くなりました。本日は財団の卓話、宮西さんよろしくお
願い致します。
宮西さん、本日はよろしく願いします。
結婚記念日はありませんが、お花を送っていただきましてありがとうご
ざいます。
35年皆出席のお祝いありがとうございます。また、11/15情報集会 國原
班長お世話になりました。
本日は宮西さん、卓話楽しみにしています。先日は結婚記念日のお花を
頂きましてありがとうございました。
昨日、無事還暦をむかえることができました。また、あらたなスタート。
がんばります。
出席表彰をしていただき感謝!!
野﨑隆男 君 堀内眞治 君 矢追家麻呂君

◆例会変更・休会のお知らせ◆
＜やまとまほろばロータリークラブ＞
・12月2日(木) 家族忘年会のため例会場及び時間変更
日時：12月4日（土）18：00〜
場所：大阪マリオット都ホテル
・12月9日（木）休会（定款第7条1-d）
・12月23日（木）3クラブ合同ガバナー公式訪問
（あすかＲＣ・橿原ＲＣ・やまとまほろばＲＣ）のため、例会場変更
例会場：ＴＨＥ ＫＡＳＨＩＨＡＲＡ
・12月30日（木）休会（定款第7条1-d）
※いづれもビジター受付は致しません。
＜橿原ロータリークラブ＞
・12月3日（金）忘年親睦家族会のため、時間場所変更
時間：18：00〜
場所：ＪＷマリオットホテル奈良
・12月24日（金）3クラブ合同ガバナー公式訪問
（あすかＲＣ・橿原ＲＣ・やまとまほろばＲＣ）のため、日程変更
日程：12月23日（木）
・12月17日(金)・12月31日(金) 例会休会（定款8条1-C）
※いづれもビジター受付は致しません。

今後の予定
・12月 7日（火）卓話
卓話講師：能澤 直也 様（財団グローバル補助金奨学生）
タイトル：サセックス大学院留学を終えて
・12月12日（日）家族親睦例会 時間：17:00〜(16:30受付)
於：ＪＷマリオット・ホテル奈良
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●会報・雑誌委員会/城田真平 植村将史
稲田正剛

今西栄策

