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2021-22年度会長スローガン

「ロータリーは品格」

地区スローガン

「活力と輝き」

ロータリーの基本を大切に
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2021-22年度 RIテーマ

RI会長 シェカール・メータ

RI第2650地区ガバナー

馬場 益弘

例会プログラム

第12回12月7日

年次総会

通算1999回

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. 年次総会

８．例会状況報告

９．委員会報告

10．幹事報告

11．卓話

12. 謝辞

13. 閉会点鐘

例会状況報告

11月30日

通算1998回

◎本日出席者 ５４名

◎本日出席率９０．００％

11月9日

通算1996回の修正

◎出席率 ９５．１６％

◎補填前欠席者 １１名

◎欠席補填者 ８名

会長挨拶

【中嶌会長】

こんばんは。コロナも収束し、ようやく平穏な通常通りの生活が戻っ
てくると思っていましたのに、南アフリカでまた新型コロナウイルス
の新たな変異株「オミクロン株」が見つかり急拡大しているようです。
「オミクロン」の感染力、重症度、ワクチンの効果を低下させるもの
かどうか等まだ分かっていないことが多いようです。緊急事態宣言が
全国で解除されて以降、国内観光地では日本人の客足が回復しつつあ
りました。次はインバウンドとその需要の復活に期待を寄せていた観
光産業界は外国人の新規入国が当面1カ月原則停止となり冷や水を浴び
せられたかたちになっております。

本日のお客様

地区RLI委員会 絈谷康朋 様
平城京RC幹事 岡部孝司 様

本日のビジター

京都東山RC 青山真由美 様
米山奨学生 許以寧 様
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副会長から説明もあるかと思いますが、11月15日から25日の間6班に亘って開催されま
した情報集会、沢山の皆さんご参加いただきましてありがとうございました。どの班も
なかなか盛況だったとお聞きしております。

私が参加した班も、お客さんには初期費用はかかるが将来起こりうるリスクも十分説
明するようにしているという話や、通常の仕事にもうひと手間をかけるように心掛けて
いるという話がありました。他の班でもメンバーの職業は知っていたけど、その詳細や
経営に対する思いを知ることが出来てよかった等のお話を聞くことが出来ました。メン
バーの職業に対する考え方や思いを聞き、いいところをご自分の仕事に取り込んで頂く、
これが職業奉仕の第一歩だと思います。

また、ロータリークラブは例会出席をとても大切にしています。毎週の例会に出席す
るということは、同居の家族、会社の社員、の次に顔を合わすのがメンバーということ
になります。だからもっともっとお互いをよく知り合い、困ったこと、分からないこと
は助け合うことが大切だと思います。その結果、ロータリーが誕生した頃のようにもっ
と互恵取引があってもいいのではないかと思います。
そんなことで、今年度は引き続いて職業奉仕に力を入れていきたいと考えております。

引き続きご協力よろしくお願いいたします。
本日は、地区RLI委員会から絈谷康朋様と平城京ロータリークラブ幹事の岡部孝司様に

卓話とミニRLIのご指導をして頂きます。絈谷さんは平城京RCのメンバーでもあります。
本日はよろしくお願いいたします。それでは、これで本日の私の挨拶を終わらせて頂き
ます。

米山奨学金授与 RLI修了証授与

委員会報告

・2023-2024年度会長候補者として
植村将史 会員を推薦いたします。

・2022-2023年度副会長 平方貴之 会員
幹事 野﨑隆男 会員
理事 冨川 悟 会員

潮田悦男 会員
水野憲治 会員
山口尚紀 会員
宮坂勝紀 会員

会計 門脇伸幸 会員
会場監督 鈴木 譲 会員

と決定いたしました。

【指名委員会】
潮田委員長



3

委員会報告

・第1回親睦ゴルフの結果
優勝 菊野和洋 会員
2位 松岡浩治 会員
3位 田村英樹 会員
多田杯取りきり戦 菊野和洋 会員

・家族親睦例会を12/12午後5時～
JWマリオットホテルで行いますので、
ご参加の方は宜しくお願いします。

【親睦ゴルフ・家族親睦例会の件】
親睦活動委員会

・年末飲酒運転根絶運動および高齢者
運転免許自主返納の促進の事業
12/3(金)、サンタさん担当者は14:30
～14:45、他の会員の皆様は14:45こ
ろ奈良警察署本署にお集まり下さい。
園児とサンタさんでイベントをさせ
ていただきますので、ご参加のほう
宜しくお願い申し上げます。

【飲酒根絶運動について】
弓場社会奉仕委員長

幹事報告

・例会終了後、新入会員歓迎会の案内

回覧
・家族親睦例会出欠
・飲酒運転根絶運動出欠
・社会奉仕施設見学出欠

状差し
・風の便り

卓 話

「RLIから あなたのクラブに活力とかがやきを」
地区ＲLI委員会委員 絈谷康朋委員
絈谷康朋委員が登壇され、以下の要旨で卓話がなされ、
その後各テーブルにおいてRLIグランドルールに基づき活発
な議論がなされた。
1．RLIとは？
2．RLIの目的
3．RLI研究会パートⅠと6つのテーマ構成
4．RLI研究会パートⅡ、クラブに関するテーマ
5．RLI研究会パートⅢと6つのテーマ構成
6．RLI研究会のまとめ
7．RLIを体験しましょう
RLIグランドルール
①自由にディスカッションに参加してください
②注意深く聞きましょう
③経験を自由に語りましょう
④本題から離れないようにしましょう
⑤他人の発言に対しては寛容に
⑥自分と違った視点に感謝しましょう
⑦発言は短く、的確に行いましょう
⑧楽しく議論しましょう
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社会奉仕事業

「年末飲酒運転根絶運動及び高齢者運転免許証自主返納の促進」

日時 2021年12月3日金曜日 15時~17時
場所 奈良警察署

こまどり保育園の園児さんを迎え交通安全サンタの横断幕点灯式と、交通安全を願った
お手紙を披露。
高齢者運転免許証自主返納では、受講者に記念品を贈呈
その後飲食店を訪問し、交通安全サンタより飲酒運転根絶の啓発活動を実施。
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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

◆例会変更・休会のお知らせ◆

今後の予定

・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

・12月14日（火）例会日振替（14日→12日）のためお休み

＜奈良西ロータリークラブ＞
・12月9日(木) 内容変更
「ガバナー訪問お疲れ様会」
・12月16日(木) 内容変更
「クリスマス会」
・12月23日（木）休会（定款第7条1-d）
・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。

＜大和郡山ロータリークラブ＞
・12月27日（月）休会
（定款細則第5条第2節）

＜大和高田ロータリークラブ＞
・12月28日（火）休会
（定款第7条第1節（d））
※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＞
・12月7日（火）・12月14日（火）
例会方法変更
ハイブリッド方式（ZOOMとリアル例会）
PM1:00～やわらぎ会館小会議室１

・12月21日（火）例会方法変更
ハイブリッド方式（ZOOMとリアル例会）
PM1:00～やわらぎ会館小会議室3F研修室

・12月28日（火）休会
（定款第8条第1節‐C）
※いづれもビジター受付は致しません。

ニコニコ箱 合計 80,000円 累計 714,000円

絈谷康朋 様 奈良大宮ロータリークラブのみなさまこんにちは。本日は地区RLIの卓話
を指名いただきましてありがとうございます。RLIが貴クラブ様にますま
すの活力と輝きが増す事を祈念申し上げます。

岡部孝司 様 本日はよろしくおねがい致します。
青山真由美様 お世話になります。
中嶌 大 君 地区RLIより絈谷様、平城京RC幹事の岡部様、本日はRLIの御指導よろし

くお願い致します。オミクロン心配ですネ。
中奥雅巳 君 絈谷様、岡部様、本日はよろしくお願い致します。
森山斗福 君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ヤクルトスワローズ20年ぶりの日本一です。ニコニコ
北河原公敬君 京都東山ロータリークラブの青山様、ようこそ来訪下さいました。歓迎

申し上げます。貴クラブへ卓話に参りました時は、大変お世話になり、
又素晴らしい例会に出席出来、楽しい時間となりました。

倉田智史 君 辻本幸則様、先日の情報集会は大変お世話になりました。
髙野 治 君 地区RLI委員会 絈谷様、本日の卓話、宜しくお願いいたします。
成田和哉 君 このたびは結婚記念日の素敵なお花をいただきました。妻も大変喜んで

おります。ありがとうございました。
平野貞治 君 おひさし振りです。皆様のお元気な様子を拝見して嬉んで居ります。
松岡浩治 君 本日は、新入会員歓迎会を開催して下さり、ありがとうございます。

がんばってまいりますのでよろしくお願い申し上げます。
宮西正伸 君 前回卓話で中嶌会長が、地区主催の「職業奉仕実践集2006-2007」に応募、

最優秀賞を受賞されましたことを言いそびれましたので、この場をお借
りして。

武藤廣茂 君 絈谷様、本日は卓話ご苦労様です。たのしみにしておりますのでよろし
くお願いします。

ニコニコ協力 井口善弘 君 潮田悦男 君 門脇伸幸 君 菊野和洋 君
志茂志津代君 鈴木 譲 君 多田 実 君 辻本幸則 君


