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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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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
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RI第2650地区ガバナー
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益弘

例会プログラム

会長挨拶

第16回1月18日

【中嶌会長】

後期活動方針発表
通算2003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

新年明けましておめでとうございます。本年も昨年に引き続きまし
てご支援、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
さて、今年最初の例会になりました。昨年末で収束したように見え
ていた新型コロナウイルスの感染が、今年になって感染力の強いオミ
クロン株に変わり感染者が急増しております。沖縄・広島・山口の3県
では9日「まん延防止等重点措置」の適用が開始されました。そのため
観光地は閑散としています。幸いなことに重症化する方が殆どないよ
うですが、なにぶん感染力が強い為、感染すれば仕事に影響があると
いうことです。水際対策の徹底、早期の3回目のワクチン接種、そして
経口薬の早期普及に期待したいものです。
新春早々オミクロンをはじめ、北朝鮮のミサイル発射や対中問題な
ど困難な問題が山積しております。ロータリー活動は、政治・宗教と
は無関係で、我々の主たる目的は職場、地域社会、世界での奉仕であ
ります。粛々とロータリー活動を続けていきたいと思います。
今年は壬（じん：みずのえ）寅
「壬」は子を宿す「妊」の一部であることから、「はらむ」「生まれ
る」という意味で、「寅」は「人の前に立つ」「延ばす・成長する」
という意味を持っているようです。従いまして壬寅には「新しく立ち
上がること」や「生まれたものが成長する」という意味があるようで
す。今年は皆様にとりまして、新しいスタートの年でありますように、
また健やかでいい年になりますように祈念申し上げまして、年頭のご
挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。
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７. 例会状況報告
８．米山表彰
９．委員会報告
10．幹事報告
11. 後期活動方針発表
12. 閉会点鐘

例会状況報告
1月11日
通算2002回
◎本日出席者

５６名

◎本日出席率９０．３２％
12月12日
通算2000回の修正
◎出席率
９１．８０％
◎補填前欠席者
６名
◎欠席補填者
１名

理事会報告
・1月のクラブ運営の件
通常通りの開催の予定ですが、この様な状況ですので、その都度判断していきたいと思
います。従来、当クラブではステージによる分類で3以上の場合、またクラブ関係者が感
染した場合は例会を休会するということになっておりましたが、奈良市ではステージと
いう分類から、医療のひっ迫度合いを重視した「5つのレベル」で判断し、緑〜黄〜オレ
ンジ〜赤の4区分で表示されということで、少し分かりにくくなります。そのため、当ク
ラブでは、奈良だけでなく大阪も含む緊急事態宣言、まん延防止、市長からの要請（飲
食に対する制約など）があれば理事会で判断する、ということになりましたが、時間が
あまりないことから、最終的には会長幹事に委ねる、ということで了解をいただきまし
た。
・退会者の件
辻本幸則会員と郡会員が12月末で退会されました。
・第2回家族親睦会の件
3月に予定しており承認されました。
・奈良県下14ＲＣ共同奉仕事業の件
奈良RCが中心に動いていてくださり、2/16(水)奈良県児童養護施設である飛鳥学院さん
に寄付をするという事業で、私と幹事で参加いたします。

委員会報告
【後期会費納入について】
南谷会計
青少年交換特別資金分担金、IM開催負担金は予算で2
回計上していますが、執行状況から前期で充足のた
め、後期の分担金は無しとなっています。また、追
加で県下14ＲＣ共同奉仕事業分担金が3,000円となっ
ています。請求金額178,345円のお振込み締め切りは
2月8日です。よろ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。参加予定の29名の方の状差しに案内を
入れています。コロナの状況が読めないので、来週
火曜1/18に最終的な判断をします。
・2/20に京都で職業奉仕講演会がハイブリッド方式
で開催されます。「人間とAI」というタイトルで非
常に分かりやすく面白い内容です。鼎談では北河原
パストガバナーが出られます。是非、ご出席いただ
きますようお願いいたします。
【インターアクト例会について】
堀内インターアクト委員長
１/24(月) 16：30〜 奈良女子大学附属中等教育学校
にて。ご出席の方は、私か事務局までご連絡お願いし
ます。
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【献血について】
成田社会奉仕委員
状差しにちらしを入れております。例年は皆様に受
付等お願いしておりますが、今般のコロナ禍におい
て献血が予約制となっております。そのため皆様に
は献血活動にご参加いただくか、もしくは、社員や
周りの皆様にお伝えいただき参加促進をお願いしま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

【鴟尾の会ゴルフ大会について】
今西親睦活動委員
4/14(木) 午前8時集合 飛鳥カンツリークラブで行
われます。皆様奮ってご参加下さい。

【地区大会について】
宮坂出席委員長
新会員セミナーですが、例年は入会後3年未満の会員
対象でしたが、今回は人数制限をするため、入会後1
年未満の会員対象となりました。
4/3地区大会、多数のご参加よろしくお願いいたしま
す。

幹事報告
・地区公示2024−25年度ガバナー決定案内
・次回例会後期活動方針発表
・次回例会終了後クラブ協議会開催
回覧
状差し
・地区大会出欠
・後期会費納入明細書
・職業奉仕後援会出欠
・献血活動チラシ
・ガバナー月信1月号

友愛例会
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ニコニコ箱
中嶌

大

君

中奥雅巳

君

谷川千代則君
北河原公敬君

武藤廣茂 君
飯田二昭 君
市田富久夫君
石野捨雄 君
稲田正剛 君
金星 昇 君
清岡義教 君
倉田智史 君
佐川 肇 君
髙野 治 君
多田 実 君
中條章夫 君
辻本和久 君
冨川 悟 君
野﨑隆男 君
野末勝宏 君
福本良平 君
藤井正勝 君
堀内眞治
松岡浩治
水野憲治

君
君
君

宮坂勝紀 君
宮西正伸 君
山口尚紀 君
ニコニコ協力

合計 144,000円

累計 1,151,000円

明けましておめでとうございます。今年も昨年に引続きご支援ご協力よ
ろしくお願い致します。
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致
します。
本年もよろしくお願いいたします。
新年明けましておめでとうございます。本年がクラブにとっても、会員
の皆様にとっても良い一年であることをお祈りします。早く穏やかな日
が来ることを祈りたいです。職業奉仕の講演会、多くの皆様の参加をお
願いします。
今年もよろしくお願い致します。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
86歳になりました。
あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
本年もよろしくお願い申し上げます。
今年も宜しくお願いします。
明けましておめでとうございます。本年もよろしく。
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
長期欠席のおわびとクラブからのお見舞いを頂き恐縮しております。
11月より体調不良のせいで賀状を欠礼しました。
中嶌会長、中奥幹事、後半戦も宜しくお願いします。
今年もよろしくお願い致します。
新年あけましておめでとうございます。本年も良しくお願いいたします。
年賀状は三年前より欠礼させていただいております。この場をお借りし
てお礼を申し上げます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い致します。
本年も宜しくお願いします。
あけましておめでとうございます。本年もよろしく
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げ
ます。年賀のご挨拶はこのニコニコでさせていただきます。会長幹事、
後半も頑張って下さい。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
皆様明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりまし
た。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
井口善弘 君 植村将史 君 川端 昇 君 菊野和洋 君
國原正記 君 大塩栄作 君 小西敏文 君 鈴木 譲 君
竹中史郎 君 田村英樹 君 塚本 勝 君 南谷正仁 君
矢追家麻呂君

◆例会変更・休会のお知らせ◆
＜奈良ロータリークラブ＞
・1月20日(木)、1月27日(木) 休会（定款第7条1-d）

今後の予定
・1月25日（火）クラブ討論会(職業奉仕担当)
・2月 1日（火）新入会員卓話
・2月 8日（火）卓話 卓話講師：西川恵造 様（南都経済研究所 理事長）
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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

