
1

発行日 2021年12月21日

2021-2022/13

Vol.43
No.2000

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」
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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14回12月21日

友愛例会

通算2001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. 臨時総会

８．例会状況報告

９．退会挨拶

10．委員会報告

11．幹事報告

12. 友愛例会

13. 閉会点鐘

例会状況報告

12月12日

通算2000回

◎本日出席者 ５４名

◎本日出席率９０．００％

11月30日

通算1998回の修正

◎出席率 ９３．５５％

◎補填前欠席者 ６名

◎欠席補填者 ２名

会長挨拶

【中嶌会長】

こんばんは。寒さも厳しくなり今年も「師走」という言葉が聞こえ
てくる時期になりました。日本ではコロナも落ち着き、通常通りのロー
タリー活動に戻りつつあります。お陰様で、クラブの各委員会活動は
全て順調に推移してきております。しかし、海外では変異種のオミク
ロンが拡大しており、予断を許さない状況ではあります。日本でも感
染者がまた増加して制約された生活に戻る可能性もあります。ロータ
リーは他の奉仕団体と違い「職業奉仕」を金看板としている団体です。
そのため我々ロータリアンは、通常の例会時のみではなく、メンバー
同士お互いの職業を大切にし、職業を通じて「社会」には経済的繁栄
と環境の保全を、「消費者」に良質な商品の提供・有用なサービスの
提供を、「取引先」に健全な経済取引を、「社員」には安心して働け
る職場を、そして「家族」には幸せな家庭環境を提供することを目的
として活動することが大切です。今年度は「職業奉仕」に力を入れて
参りました。少し前進したと思っております。
本日は、楽しい親睦家族例会になりますように。

本日のビジター

米山奨学生 許 以寧 様
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米山奨学金授与

報 告

『第50回ロータリー研究会報告 北河原パストガバナー』

2021-2022年度の1A、2、3の3つのゾーン（日本のゾーン）
の第50回目のロータリー研究会が東京で12/5～12/8までござ
いまして、私はそのうち3日間出席をしました。各ゾーンの
地区のシニアリーダー、ガバナーをはじめガバナーエレクト、
ノミニー、パストガバナー、そういう方々が毎年集まってい
ます。昨年はコロナの為、オンラインでしたが今年はリアル
で開催されました。ただ本来であればシャカール・メータRI
会長が直接この研究会に参加されるのですが、インドからで
すと隔離が必要となり予定が立たず、RI会長はオンラインで
参加されました。その時の一部を報告させていただきます。
「奉仕しよう、みんなの人生を豊かにするために」というRI

会長のメッセージがあり、要は多様性であったり、公平であったりと、自分と異なった
人を知る事が自己を知る事に繋がる。多様性と向き合うためには会員が心理的安全性を
保つことを意識することが大切だ、というふうに言われております。そうしてロータリー
の認知度を高めて、同じ慈善団体の中でもトップを目指そうというように言われており
ます。ちなみに実は次年度RI会長は女性です。カナダの方で初めての女性のRI会長とい
うことになっています。そういう意味でも多様性という言葉がうまい具合にピタッと合
うのかなと思います。ちなみに会員増強のことも言われており、世界で11月末で120万人
を超えています。一時、119万、118万ということがあったのですが120万人に戻りました。
特にRI会長のインドでは非常にたくさんの会員が増えています。ご承知のように、RI会
長は、一人が一人会員にするように、と言われています。最終的にどうなるか分かりま
せんが、いずれにしても今120万人を超えています。是非そういう意味では、私たちも会
員増強に力を入れないといけないと思いました。

委員会報告（幹事一括報告）

・インターアクト例会が12/16(木)13：00～、奈良女子大学
附属中等教育学校で行われます。参加される方は堀内イ
ンターアクト委員長にお声がけください。

・クラブ研修受講者募集案内
前回の例会で状差しに入れました、ロータリー情報委員
会クラブ研修リーダーの髙野会員より3回の受講のご案内
があります。次回例会の12/21が締切となっておりますの
で、事務局または髙野会員にお申し出ください。宜しく
お願い致します。
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幹事報告

・14日(火)振替休日
・21日(火)臨時総会
・21日(火)友愛例会アルコール提供有につき交通手段注意

結婚・誕生日のお祝い（12月）

結婚お祝い
宮西正伸 会員（1日）
矢追家麻呂会員（4日）
宮坂勝紀 会員（5日）
中嶌 大 会員（10日）
福本良平 会員（19日）
森山斗福 会員（26日）
野末勝宏 会員（28日）

誕生日お祝い
鈴木 譲 会員（1日）
中奥雅巳 会員（2日）
冨川 悟 会員（9日）
楠原忠夫 会員（10日）
吉田英正 会員（11日）
志茂志津代会員（11日）
宮西正伸 会員（28日）
市田富久夫会員（28日）

家族親睦例会

会長挨拶
皆様こんばんは。本日は久々の家族親睦会に沢山の皆さんご参加して頂きまして誠に

ありがとうございます。多分今までで一番参加者が多い家族例会じゃないかと喜んでお
ります。奈良大宮ロータリークラブでは、通常は年4回の家族例会を実施しておりますが、
コロナの感染防止のため家族例会はもとより例会も休会となり、昨年12月に多田年度の
家族例会が実施されて以来実に1年越しの家族例会になりました。マリオットさんには実
に3回もジャンプさせて頂き、爲則会員には大変ご迷惑をおかけいたしました。今、新型
コロナウイルスの変異株「オミクロン株」が国際的に感染拡大するという不安もある中、
晴れ男の河野親睦委員長の人徳で無事開催にこぎつけることが出来ました。

ところで今回は通算2000回目の記念すべき例会になりました。全くの偶然です。本日
は家族例会の沢山のニコニコありがとうございます。2000回記念のニコニコは次回の例
会以降でも結構ですのでご協力よろしくお願いいたします。

奈良大宮ロータリークラブは、1979.1.23に創立され来年1月で43歳になります。奈良
県下には14クラブがありますが、県下では9番目に出来たクラブです。設立当初のチャー
ターメンバーはわずか22名でしたが、現在は67名で奈良県下では、「奈良」→「大和高
田」に次いで3番目のクラブに成長致しました。また、2014年度には北河原さんにご無理
をお願いして、ガバナーを輩出できました。ありがとうございました。

先日、武藤ガバナー補佐は、自分のクラブではあるが、奈良大宮があらゆる面で一番
だと話されておりました。全くその通りだと思います。現在のメンバーは67名ですが、
クラブ設立後に入会された方を数えてみると215名おられました。チャーターメンバーの
創設時のご努力はもとより、それらの方々一人一人の思いが、今の素晴らしいクラブを
作り上げているのだと思います。残念ながら退会された方、お亡くなりになられた方も
おられますが、全ての方々に感謝申し上げたいと思います。

本日は、河野親睦委員長をはじめ親睦委員のメンバーが楽しい企画をして頂いている
ようです。どうか皆さん、感染に気を付けながらもごゆっくりお楽しみいただけたらと
思います。ありがとうございました。
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家族親睦例会の様子
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ニコニコ箱 合計 155,000円 累計 921,000円

中嶌 大 君 本日はたくさんのご家族の皆様にご参加戴きましてありがとうございま
す。ゆっくりお楽しみ下さい。親睦委員の皆様宜しくお願い致します。
結婚記念日の綺麗なお花戴きましてありがとうございました。

中奥雅巳 君 本日は多くのご家族の皆様にご参加いただきありがとうございます。
親睦活動委員会の皆様お世話になります。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 今日は妻と2人で出席させていただきます。親睦活動委員会の皆様、大変

お世話になりありがとうございます。武藤さんおめでとうございます。
北河原公敬君 家族例会が開催できて本当によかったですね。家内と二人お世話になり

ます。先日第50回のロータリー研究会に参加してまいりました。全国か
らシニアリーダーが多数参加されてました。

武藤廣茂 君 本日は親睦委員会の皆様、お世話になります。本日、二回目のエージシュー
ト達成しました。喜しい事です。

飯田二昭 君 久しぶりの家族会、お世話になります。楽しみにしています。
潮田悦男 君 親睦委員会の皆様、ご苦労様です。コロナ克服のため皆様御協力よろし

くお願いします。
門脇伸幸 君 本日は親睦委員会の皆様お世話になります。宜しくお願い致します。
金星 昇 君 久しぶりのクリスマスパーティーに参加させて頂き、うれしく思います。

御世話下さいます方々に感謝申し上げます。
楠下重郎 君 お世話をかけます。よろしくお願い致します。
楠原忠夫 君 誕生日祝いありがとうございます。
倉田智史 君 本日は親睦活動委員会の皆様、お世話になります。
國原正記 君 親睦活動委員会の皆様、今日はよろしくお願いします。娘と楽しませて

頂きます。
河野里志 君 本日の例会を楽しんで頂きますように
髙野 治 君 久しぶりの家族親睦例会、長女家族とお世話になります。
武中洋勝 君 親睦委員会の皆様ありがとうございます。
多田 実 君 親睦活動委員会の皆様、本日はお世話になります。
中條章夫 君 親睦委員のみなさま、本日はご苦労様です。ニコニコ
冨川 悟 君 誕生日のお祝いありがとうございました。
成田和哉 君 本日は家族全員で参加させていただきました。宜しくお願いいたします。
野﨑隆男 君 本日は、親睦活動委員会の皆様、設営ありがとうございます。楽しみに

しています。あと、次年度理事会第1回目が無事に開催できた事を感謝致
します。理事役員の皆様、よろしくお願い致します。

水野憲治 君 親睦活動委員会の皆様、本日は宜しくお願い致します。
宮西正伸 君 親睦活動委員会の皆様、本日は有り難うございます。
ニコニコ協力 石野捨雄 君 稲田正剛 君 植村将史 君 大塩栄作 君

岡崎真人 君 川端 昇 君 清岡義教 君 城田真平 君
鈴木 譲 君 野末勝宏 君 平方貴之 君 堀内眞治 君
増井義久 君 宮坂勝紀 君 山口尚紀 君 弓場裕史 君
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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

今後の予定

・12月28日（火）休会（年末年始休み）

2022年
・1月 4日（火）休会（年末年始休み）
・1月11日（火）友愛例会

◆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＞
2022年
・1月6日(木)休会（定款第7条1-d）
・1月13日(木)初詣例会の為例会場及び
時間変更
例会場：大神神社 時間：15：00～

・1月20日(木)例会場変更
例会場：まほろばセンター

※いづれもビジター受付は致しません。

＜平城京ロータリークラブ＞
・12月30日(木) 休会（定款第7条1-ｄ）
事務局休局
・12月28日（火）～1月6日（木）
※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＞
2022年
・1月7日（金）新年夜間例会の為、時間変更 時間：18時～
※ビジター受付は1月7日（金）12:00～12:30まで、THE KASHIHARA
フロント横にて行います。

・1月14日（金）休会（定款8条1－Cによる）
※ビジター受付は致しません。
事務局休局
・2021年12月25日（土）～2022年1月3日（月）


