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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

例会プログラム

会長挨拶

第15回1月11日

【中嶌会長】

友愛例会
通算2002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

こんばんは。12日の年末家族例会では、本当に沢山のご参加を頂き、
メンバーの皆様そしてご家族の皆様に心から楽しんで頂けた例会にな
りました。親睦委員長をはじめ委員会の皆様、本当にお疲れ様でござ
いました。さて、今年最後の例会になりました。今年度もコロナに始
まりましたが、どうにかコロナも奈良県内では収束したように見受け
られます。例会も通常通りに戻れそうです。ただ、オミクロン株が、
国内で82人確認され、東京都内で濃厚接触者が1000人を超えているよ
うです。これからの寒い時期、感染拡大を抑えられるかは、水際対策
の徹底、早期の3回目のワクチン接種にかかっており、経口薬の普及に
も期待したいものです。
大阪の北新地のビル放火事件で、25人の方が亡くなられました。ご
冥福をお祈り申し上げます。今年は九州新幹線での放火未遂事件、鉄
道での相次ぐ刺傷事件等異常な事件が続きました。世の中の何かが狂っ
てきたのでしょうか。
2021年、今年の漢字は「金」に決まりました。東京オリンピック・
パラリンピックで日本人選手が沢山の「金」メダルを獲得したこと、
飲食店への休業支援「金」・給付「金」・子育て世代への臨時特別給
付「金」など、お金にまつわる話題が多かったことがその理由のよう
です。
来年は健やかないい年になりますように祈念いたします。本日は友
愛例会です。今年最後の例会をお楽しみください。
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７. 例会状況報告
８．委員会報告
９．幹事報告
10．友愛例会
11. 閉会点鐘

例会状況報告
12月21日
通算2001回
◎本日出席者

４９名

◎本日出席率８４．４８％
12月7日
通算1999回の修正
◎出席率
９３．３３％
◎補填前欠席者
８名
◎欠席補填者
４名

臨時総会
【中嶌会長】
それでは、これより臨時総会をさせていただきます。藤井指名委員長代理、宮坂出席委
員長、どうぞこちらの方にお願いします。
では、ただ今より、奈良大宮ロータリークラブ細則第5条第2節(c)に基づき臨時総会を開
催いたします。クラブ細則第4条第1項(a)により、会長が議長を務めさせていただきます
。それでは、本日の出席報告を宮坂出席委員長よりお願い致します。
【宮坂出席委員長】
出席報告いたします。会員総数67名、本日の出席者48名でございます。
【中嶌会長】
ありがとうございます。只今のご報告によりまして、定足数の規定による3分の1以上を
満たしておりますので、本日の臨時総会は有効に成立しております。
クラブ細則第3条第1節(c)に基づき、12月7日の潮田指名委員長より次年度副会長候補者
が発表され、書面でも発送されておりますが、改めて藤井指名委員長代理よりご報告お
願い致します。
【藤井指名委員長代理】
本日、委員長がご欠席ですので、私の方からご報告させてい
ただきます。年次総会において指名委員会より次年度副会長
候補者を発表し、書面でも会員の皆様に送らせて頂きました
が、本日改めて発表いたします。名前をお呼びしますので、
その場でご起立をお願いします。候補者、次年度副会長、
堀内眞治君です。それでは、会長、あとは宜しくお願いいた
します。
【中嶌会長】
ありがとうございました。それでは、ただ今、藤井指名委員
長代理より発表されました候補者に異議のある方おられます
でしょうか。なければ皆様の拍手をもって賛成とさせていた
だきます。（拍手）
ありがとうございました。それではこれでこの議案は成立い
たしました。
【藤井指名委員長代理】
ありがとうございます。無事、役員理事を決定いたしました
ので、これをもちまして指名委員会を解散いたします。色々
お世話になりありがとうございました。
【中嶌会長】
それでは、これをもちまして臨時総会を終了いたします。ありがとうございました。

退会挨拶
辻本幸則会員
この度、今月で当クラブを退会させていただくこととなりま
した。ご縁を頂き2年前の10月3日に入会をさせていただく時、
この場で私のサリーマン人生に欠けている奉仕と友愛の精神
をこのクラブで学ばせて頂き、クラブに貢献したいです、と
申し上げたのですが、志半ばでの退会となってしまいました。
入会の翌年からコロナ禍に見舞われまして、社業の方が、一
旦体制を整える、ということになった次第でございます。こ
の間、クラブの活動も途切れがちな厳しい状況でありました
が、クラブの皆様には、本当に何かと気にかけていただきま
した。誠にありがとうございます。担当の業務は、今までの旅館と変わらず奈良市内の
勤務が続きます。このような形となりましたが、どうか今後とも宜しくお願いいたしま
す。大変短い期間となってしまいましたが、お世話になりました。会員の皆様のご健勝
と当クラブの益々のご発展を祈念いたしております。ありがとうございました。
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委員会報告
【クラブ研修受講者募集について】
髙野クラブ研修リーダー
前々回例会の時、状差しに入れましが、今年度のク
ラブ研修、年明けから3回やりたいと思っております。
本日応募締切となっておりますので、ご応募いただ
ける方は、事務局にご連絡いただければと思います、
宜しくお願いいたします。

【職業奉仕施設見学・職業奉仕講演会について】
野末職業奉仕委員長
・1/22(土)にパナソニックミュージアムの施設見学
を行います。メーキャップ扱いとなります。詳細は
参加者の方に1月にお渡しします。
・本日状差しに、ちらしが入っております。「人と
人工知能」ということで、去年の講演の続きのよう
な形になっております。会場とZOOMのハイブリッド
方式となり、北河原パストガバナーが参加されます
ので、皆様奮ってご参加お願い致します。

【地区大会について】
宮坂出席委員長
本日状差しに入れさせていただいた「地区大会」の
ご案内です。来年4月2日3日と2650地区の地区大会が
行われます。奮ってご参加お願い致します。

幹事報告
・地区公示2024−25年度ガバナー候補者案内
・1月4日（火）正月休会
・1月の第一例会11日(火)友愛例会アルコール提供有につき交通手段注意
回覧
・職業奉仕施設見学出欠
・地区大会出欠
・職業奉仕後援会出欠

状差し
・ハイライト米山
・第6回定例理事会議事録
・地区大会パンフレット
・職業奉仕後援会パンフレット
・クラブ研修受講者募集案内
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ニコニコ箱
中嶌

大

君

中奥雅巳

君

谷川千代則君
武藤廣茂 君
飯田二昭 君
楠原忠夫 君
國原正記 君
武中洋勝
多田 実
辻本幸則

君
君
君

藤井正勝

君

松岡浩治
山口尚紀

君
君

弓場裕史 君
吉田英正 君

ニコニコ協力

合計 86,000円

累計 1,007,000円

前回、例会通算2000回おめでとうございました。今後も永久に楽しく良
いクラブであります様に！どうにか半分終わりました。引続き来年も
よろしくお願い致します。皆様にとりまして良い年になりますように！
ニコニコ
辻本幸則様、本日で退会されるのはとても残念ですが、今後のご活躍を
ご祈念いたします。今日の例会で前半が終わります。会員の皆様大変お
世話になりました。年明けからの後半もよろしくお願い致します。
ニコニコ協力
本年も大変お世話になりました。来年はぜひ良い年になればと願ってい
ます。先日は、私のお祝いの会に多数ご参加頂き、ありがとうございま
した。
1年間お世話になり有難うございました。 来年もよろしくお願いします。
辻本幸則さん、先日は大変お世話になりました。ありがとうございます。
この度は、沢山の供花、弔電を頂き、ありがとうございました。おかげ
をもちまして、通夜、葬儀を滞りなく、執り行うことが出来ました。
ありがとうございました。
今年一年ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。
今年もお世話になりました。来年もよろしくお願い致します。
（ニコニコではないのですが…）短い間でしたが、みなさんお世話にな
りました。ありがとうございます。
会長、幹事そして理事の皆様、ご苦労様でした。後半もガンバって下さ
い。
奈良大宮ロータリークラブ、例会2000回おめでとうございます。
また来年もよろしくお願い致します。本年もお世話になりまして、あり
がとうございました。
宮坂さん、先日はありがとうございました。感謝。
①通算2000回おめでとうございます。②武藤さん、二回目のエイジシュー
トおめでとうございます。③誕生日祝い有難うございました。早速、使っ
ております。④竹中さん、先日、実証実験で井戸ドライバーにお世話に
なりました。有難うございました。同行者も喜んでおりました。
井口善弘 君 石野捨雄 君 岡﨑真人 君 志茂志津代君
辻本和弘 君 冨川 悟 君 成田和哉 君 野﨑隆男 君
平方貴之 君 堀内眞治 君 矢追家麻呂君

◆例会変更・休会のお知らせ◆
＜五條ロータリークラブ＞
・1月12日(水) 例会場変更
例会場：リバーサイドホテル 時間：12：30〜
・1月19日(水) 休会（定款第7条1-d）
・1月26日(水） 休会（定款第7条1-d）
・2月2日（水） 12：30〜 南都銀行
・2月9日（水） ガバナー公式訪問のため例会場変更
例会場：リバーサイドホテル 時間：12：30〜
※いづれもビジター受付は致しません。

今後の予定
・1月18日（火）後期活動方針発表
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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

