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例会状況報告

1月18日

通算2003回

◎本日出席者 ５０名

◎本日出席率８６．２０％

12月21日

通算2001回の修正

◎出席率 ８８．１３％

◎補填前欠席者 ９名

◎欠席補填者 ２名

会長挨拶

【中嶌会長】

こんばんは。昨日、奈良県において新型コロナウイルスの感染者が3
95例発生したと報道がありました。県下の他クラブからは、休会する
旨の案内が届いておりますが、昨年と違い、地区からは例会開催につ
いての休会の要請等も特別きておりません。今後の私たちのクラブの
運営については、後程幹事から案内があるかと思いますのでよろしく
お願いいたします。

この土曜日には予定通り、職業奉仕委員会の事業でありますパナソ
ニックミュージアム「施設見学」を実施いたします。有志参加に切り
替えます。松下幸之助の職業、生業に対する考え方をしっかり勉強し
てきたいと思います。

それから、1/24～1/31まで奈良大宮ロータリークラブ協賛で献血が
開催されます。毎年冬期は寒さの影響で体調を崩される方も多く、献
血ご協力者が減少する時期となっております。さらに今年は新型コロ
ナウイルス感染再拡大で一層献血者の確保が厳しい状況と予想されま
す。皆様だけではなく、社員の方々やお知り合いの方々にもご協力い
ただければありがたいです。

確定申告前になりましたこともあり、少し税金の話をします。昨年
末、暦年贈与に規制がかかるのではということが週刊誌等でしきり話
題になっておりました。ことの発端は令和2年の税制改正大綱ですが、
簡単に言えば国税側から暦年贈与した場合としない場合で、相続税が
大きく変わるのは如何なものかという問題提起があった為です。例え
ば、夫婦と子供が二人、遺産総額が10億円の場合、子供2人に毎年700



2

万円づつ15年間続けて贈与した場合、しない場合と比較して2275万円の相続税の節税に
なる。これは問題ですよね、ということです。昨年末の税制改正大綱では継続審議とい
うことになりましたが、今後は相続税の3年加算が10年加算になったりするのだと思いま
す。資産家の皆さん十分注意しておいてください。
本日は、各委員会より後期活動方針の発表がありますので、これにて失礼いたします。

ありがとうございました。

委員会報告

今月は職業奉仕月間ということで職業奉仕に関する記事が多いの
で紹介
特集：コロナ禍における私の職業奉仕（横組み5P）
外国人労働者の新型コロナウィルスの影響：山口道孝（鎌倉中央R
C）
コロナの影響で職を失った外国人労働者の貧困についての記事
・失業しその日食べる食料にも窮している外国人家庭がある。
・頼れる親戚や家族・友達がいない
・離婚によりビザを更新できないケースも目立つ

【ロータリーの友読みどころについて】
城田会報雑誌委員長

米山表彰

第11回 米山功労者メジャードナー 飯田二昭 会員
第10回 米山功労者メジャードナー 冨川悟 会員
第8回 米山功労者マルチプル 小西敏文 会員、矢追家麻呂 会員
第7回 米山功労者マルチプル 金星昇 会員、福本良平 会員
第4回 米山功労者マルチプル 大塩栄作 会員、平方貴之 会員
第3回 米山功労者マルチプル 門脇伸幸 会員、辻本和弘 会員

森山斗福 会員、弓場裕史 会員
第1回 米山功労者マルチプル 成田和哉 会員、宮坂勝紀 会員、吉田英正 会員

・一昔前であれば自己責任の一言でかたずけていたかもしれないが、時代は変わって
きている
・誰かが目を向けて寄り添ってあげないといけないし、日本という国が温かみのある
国であることを示さないといけないと思いました。
2022年ヒューストン国際大会の紹介（横組み14P）
行かれる際は参考にしてください。
CSR／SDG‘ｓの時代に考える職業奉仕（縦組み4Ｐ）
大阪学院大学経済学部教授：森田健司教授
・経営学では利益追求を達成した後に目指すものとして経営理念・道徳があると教え
ている
・果たしてそれでいいのか？不祥事は多発している。
・近江商人、市田清兵衛による市田家家訓「御公儀よりの法度固く相守り、ご町内に
対して無礼なきよう、心得申すべき事」や儒教の考え方
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1/24(月)～1/31(月)於：近鉄奈良駅前ビル献血ルーム
今年度もコロナ禍のため、奈良大宮RCのブースはありません。献血
に参加される方は事前予約が必要です。なお、会員の献血参加はメー
キャップ扱いとなりますので、参加された方は各自で事務局に連絡
していただきますようお願いいたします。

【献血について】
弓場社会奉仕委員長

・1/22(土)にパナソニックミュージアムの施設見学は予定通り決行
ですが、コロナの情勢があやしいため、ご欠席に変更の方は1/19
(水)の午前中までに野末委員長に連絡をして下さい。ただし、パナ
ソニックミュージアム自体が閉館となった場合は中止とさせていた
だきます。その時はまた改めてご連絡いたします。

【職業奉仕施設見学会ついて】
野末職業奉仕委員長

・第2回家族親族例会のご案内
3月27日(日)午前11時～
於：奈良万葉若草の宿 三笠

・鴟尾の会ゴルフのご案内
4月14日(木)午前8時
於：飛鳥カンツリークラブ

※鴟尾の会ゴルフ大会は、新型コロナ感染拡大防止のため中止と
なりました（1/27）

【親睦例会・鴟尾の会ゴルフについて】
河野親睦活動委員長

・経済は国が平和であり、貨幣が安定していることが前提であるにもかかわらず、そ
の事に対する認識がない経営者が多いように思える。
・経営者であればまずは平和・安定に対して感謝し、自身もその為に行動をすべき。
・商人がいないと社会は成り立たないが、社会が平和でないと商人も成り立たない。
・利益追求と理念や道徳、このバランスを考えて行動できるようになりたいと思いま
した。
紹介はこれで以上になります。職業奉仕月間ということで職業奉仕についての意識を
もって過ごしたいと思います。

幹事報告

・例会終了後クラブ協議会開催
・1/25・2/1例会休会について
・クラブ研修中止について
・奈良西RC1/20休会
・大和郡山RC1/24休会

回覧
・第2回親睦例会出欠
・地区大会出欠
・鴟尾の会ゴルフ大会出欠
・地区職業奉仕講演会出欠

状差し
・ロータリーの友1月号
・ハイライトよねやま
・第7回定例理事会議事録
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後期活動方針発表

各委員会委員長より後期活動方針につき報告がなされました。

【谷川委員長】
（会員組織常任委員会）

【楠原委員長】
（会員選考委員会）

【國原委員長】
（会員増強委員会）

【福本委員長】
（職業分類委員会）

【宮西委員長】
（ロータリー情報委員会）

【弓場委員長】
（奉仕プロジェクト常任委員会）

（社会奉仕委員会）

【野末委員長】
（職業奉仕委員会）

【清岡委員長】
（青少年奉仕委員会）

【佐川委員長】
（国際奉仕委員会）

【楠下委員長 代理 水野副委員長】
（ロータリー財団委員会）

【多田委員長】
（クラブ広報常任委員会）
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【吉田委員長】
（広報・ＩＴ委員会）

【城田委員長】
（会報・雑誌委員会）

【森山委員長】
（クラブ管理運営常任委員会）

【川端委員長】
（ニコニコ委員会）

【河野委員長】
（親睦活動委員会）

【山口委員長】
（プログラム委員会）

【宮坂委員長】
（出席委員会）

【鈴木委員長】
（ソング委員会）

喜寿御祝

楠下重郎会員が77歳の喜寿を迎えられました。
クラブよりお祝いをお渡ししました。おめでとうございます。
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奉仕事業報告

2022年1月21日(金) 社会奉仕事業「献血活動に御協力頂いた方への感謝のプレゼント」
奈良県赤十字血液センター近鉄奈良駅ビル献血ルームさんに、献血活動に御協力頂いた
方への感謝のプレゼント200組分を中嶌会長、谷川エレクトで寄贈させていただきました。
完全予約制で、期間は1月24日～31日までの8日間に献血に来られた方へプレゼントされ
ます。

2022年1月22日(土) 社会奉仕事業「職業奉仕施設見学」
職業奉仕委員会主催で「職業奉仕施設見学」事業を催行しました。
パナソニックの創業者である松下幸之助翁がロータリアンだったのは有名ですが、今回
の見学でロータリークラブの理念と合い通じる思想があると学びました。
ものづくり館では、昔懐かしい家電製品に参加者全員が釘付けになりました。
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2022年2月16日(水) 「奈良県下14ロータリークラブ共同奉仕事業」
桜井市の児童養護施設「飛鳥学院」にて、奈良県児童養護施設協議会への支援金贈呈式
が行われました。奈良県下14ロータリークラブから190万円余りの支援金を贈呈しました。

2022年3月1日(火) 社会奉仕事業「献血活動」
奈良県赤十字献血センターより献血バスを出張していただき開催致しました。
JWマリオットホテル奈良のご協力で会場をご提供いただき、完全予約制ではありました
が、70名の方に献血のご協力をいただきました。
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ニコニコ箱 合計 36,000円 累計 1,187,000円

中嶌 大 君 オミクロン急増ですネ。皆様健康に気をつけて下さい。
中奥雅巳 君 本日は後期活動方針発表とクラブ協議会よろしくお願い致します。
弓場裕史 君 先週例会欠席、申し訳ありませんでした。中奥幹事、成田副委員長お世

話になりました。
吉田英正 君 コロナに負けるか！
ニコニコ協力 岡﨑真人 君 川端 昇 君 倉田智史 君 河野里志 君

志茂志津代君 辻本和弘 君 成田和哉 君 森山斗福 君

米山奨学金授与

2022年3月10日（木）
事務局にて、平方カウンセラー同席のもと、中嶌会長から米山奨学生の許以寧さんに最
後の奨学金をお渡ししました。4月からは京都大学大学院へ通われるそうです。
今後のご活躍を期待しております。

許以寧さんの挨拶文
この1年間にお世話になっている許以寧です。今年3月に奈良女子大学の理学部から無事
に卒業でき、4月から五年一貫博士課程に進学します。この度は、奨学金のご支援をいた
だき、誠にありがとうございます。学部生活の最後の1年間で、この奨学金のご支援のお
かげで、学費の支払いや研究の支援にあてることができて、学業に専念することができ
ています。さらに、大学院の志望校に合格しました。今年4月から進学する予定の京都大
学大学院総合生存学館は大学一回生から志望しました。大学院の教育方針に書いている：
「文理にわたる幅広い専門的学識を積み重ねることで、多様な専門分野を俯瞰する力を
培います」ということは自分が目指していることと同じだと考えています。また、自分
が研究したい「AI（人工知能）」と「アルゴリズム」に関する研究室がありまして、そ
のゆえに総合生存学館を志望しました。ロータリークラブのおかげで、たくさんの人と
出会って、卓話などの活動を通して様々な人と交流し、自分の視野が広がっていると感
じます。これからも、日本と中国の交流や自分の研究分野に努力します。また機会があ
りましたら、みなさまに私の研究生活を紹介し、楽しく語り合いたいと思います。最後
になりましたが、ご支援をくださった全ての方々に心よりお礼申し上げます。ほんとに
ありがとうございました。
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◆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27日（木）より例会場変更
木材振興センター「あるぼ～る」
〒633-0062 奈良県桜井市粟殿355 TEL：0744－45－3955

・4月7日（木）休会（定款細則第7条1－d）年間予定の通り
※ビジター受付は行いません

＜平城京ロータリークラブ＞
・4月7日（木）家庭親睦例会延期→通常例会へ変更
※ビジター受付は行いません。

＜奈良ロータリークラブ＞
・4月7日（木）新型コロナウイルス感染拡大防止のため休会

（定款第7条第1節（ｄ）による）
※ビジター受付は行いません。

＜橿原ロータリークラブ＞
・4月8日（金）・9日（土）一泊例会 延期→4月8日（金）通常例会に変更
・4月29日（金・祝）・5月6日（金）例会休会（年間予定による休会、定款8条1－C適用）

＜奈良西ロータリークラブ＞
・4月7日（木）休会（定款に基づく）
・4月21日（木）変更 早朝例会の為例会場変更 霊山寺にて
※ビジター受付は行いません

＜奈良東ロータリークラブ＞
・4月 6日（水）変更 移動 桜花例会 仏蘭西料理「ラ・テラス」
・4月13日（水）WEB例会 JWマリオットホテル奈良
・4月20日（水）休会 定款第7条第1節ｄ適用
・4月27日（水）変更 移動 JWマリオットホテル奈良
・5月 4日（水）休会 定款第7条第1節ｄ適用
・5月18日（水）WEB例会 JWマリオットホテル奈良
・5月25日（水）変更 移動 JWマリオットホテル奈良
・6月 8日（水）WEB例会 JWマリオットホテル奈良
・6月15日（水）休会 定款第7条第1節d適用
・6月22日（水）変更 移動 年度末懇親例会 JWマリオットホテル奈良
・6月29日（水）休会 定款第7条第1節d適用
※ビジター受付は行いません
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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

・4月12日（火）新入会員卓話

・4月19日（火）クラブ討論会（職業奉仕委員会担当）

・4月26日（火）交換卓話（東京恵比寿ＲＣ）


