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例会状況報告

4月5日

通算2004回

◎本日出席者 ６５名

◎本日出席率 １００％

1月11日

通算2002回の修正

◎出席率 ９３．５４％

◎補填前欠席者 ６名

◎欠席補填者 ２名

会長の時間

【中嶌会長】

こんばんは。皆様、ご無沙汰しております。1月18日以降初めての例
会です。先月の21日に蔓延防止重点措置も解除され、もう大丈夫かと
再会のご案内はしたものの、その後もなかなかコロナは収まらず、私
の身近な方のお嬢さんが40度近くの高熱で救急車のお世話になったと
か、社会福祉法人でクラスターが発生したという話もあります。第7波
の可能性もあるようです。十分気を付けて下さい。本日の理事会でも
今後の私たちのクラブの運営について話し合いました。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。

次に、最近の私達クラブの活動状況です。先日の会長通信にも書き
ましたが、1月23日にはJWマリオット様のご協力で第二回目の献血活動
ができ、来年も引き続き続けていけそうです。爲則さん宜しくお願い
いたします。3月19日に青少年委員会の皆さんが「奈良の魅力 発信・
発見・体験ツアー」の企画を実施してくれて、メンバー23人、ローター
アクト4人、引率の先生2名の出席で、北河原さんから東大寺の修二会
の講和をお聞きし、その後大仏殿内で特別体験をさせて頂きました。
その後はJWマリオットで、総支配人との対談、館内見学と参加者から
は大変好評であったようです。それから4月3日の地区大会、コロナの
感染防止から一日に凝縮されましたが、久しぶりのリアルでの開催と
いうことでなかなか盛況でした。当クラブからも沢山の皆さんが参加
して頂きまして、ありがとうございました。そして本日1時半からの新
大宮駅前石碑披露会という名目の草引き、参加いただきました皆様お
疲れさまでした。
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ロータリー財団表彰

MDレベル1 北河原公敬 会員
MPHF8 北河原公敬 会員
MPHF6 楠下重郎 会員
MPHF5 楠原忠夫 会員、佐川肇 会員、冨川悟 会員
MPHF4 潮田悦男 会員、金星昇 会員
MPHF1 清岡義教 会員、河野里志 会員、野末勝宏 会員、南谷正仁 会員

PHF 成田和哉 会員
Benefactor 中奥雅巳 会員

さて、例会を休会している間に世界は大変な状況になっています。2月24日に始まった
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は多くの民間人の犠牲者をうみさらに混乱が続い
ています。昨日の発表では、ロシア軍がウクライナに進行して以降 死亡した民間人の
数は3日時点で1,417人に上り、その内少なくとも121人が子ども。負傷者は2038人に上る
とのことです。ウクライナにはいつ平和が訪れるのでしょうか？日ソ中立条約の期限が
切れる前の1945年8月9日に不可侵条約を破って参戦したソ連。日本がポツダム宣言を受
諾した14日以降も侵攻を続け、9月5日までに北方四島を占領したソ連。このロシアから
武器を放棄すれば停戦だと言われてもウクライナは信用できるでしょうか？
ウクライナ情勢について国際ロータリーから2/25に声明がなされました。

『世界最大の人道支援団体の一つであるロータリーは「平和」を世界的使命の礎として
きました。私たちは、国際社会とともに即座の停戦、ロシア軍の撤退、および対話を通
じた対立解決のための外交努力の再開を求めます。過去10年間、ウクライナ、ロシア、
および近隣諸国のロータリークラブは、国の違いを超えて、親善を推進し、戦争や暴力
の被害者への支援を先導する平和構築プロジェクトに積極的に取り組んできました。私
たちは今、この悲劇的な出来事に直面しているウクライナのロータリー会員や人びとの
ために祈ります。国際ロータリーは、救援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平和
をもたらすために全力を尽くします』この声明を受けて、ロータリー財団は救援活動を
支える資金を世界中の寄付することの出来る正式な窓口として、「災害救護基金」を指
定しまし、2650地区も財団活動資金(DDF)より災害救援基金へ25,000ドルを寄贈されたよ
うです。また、京都クラブは28日に京都市がウクライナの首都キーフ(キエフ)市と姉妹
都市提携を結んでいることより、「キーフ市の復興支援に役立てて欲しい」500万円の寄
付をされました。私達のクラブでも何ができるか考えていきたいと思います。

本日は、チャーターメンバーであります飯田先生から奈良大宮ロータリークラブの歴
史、変遷について卓話をして頂けるようです。創立43年にもなりますと、私たちの成り
立ち、創設時の思いを知っている方も少なくなってきています。しっかり拝聴してくだ
さい。ではこれにて失礼いたします。ありがとうございました。
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増井会員お嬢様ご結婚お祝い 米山カウンセラー感謝状

（平方カウンセラー）

RLIパートⅢ終了報告（野﨑副幹事）

すごく勉強になるので皆さんぜひ受けて
みてください。ただし、めっちゃしんど
いです。

14RC共同奉仕事業の件

『14RC共同奉仕事業 中嶌会長』
先般皆様方に一人2,000円の寄付をいただ
きまして、県下14クラブの合同の奉仕事業
を行いました。県下14クラブでまとめてす
るような奉仕活動はなかったので非常に良
かったと思います。その内容ですが、社会
福祉法人飛鳥学園で行ったのですが、家庭
環境が大変であまり恵まれていない子供達
がそこの児童養護施設で過すわけですが、
18歳になると出ていかなくてはいけない、
そしてそこから仕事についたり住む場所を
探したりするのは大変だということで、RC
として協力できないかという事での支援金
の提供でした。14クラブで合計190万円お
渡しすることが出来ました。今後も単独の
クラブだけではなく共同のクラブでやって
いけば維持できるんじゃないかと思ってお
ります。その表彰状が回覧されてますので
どうぞご覧ください。

委員会報告

・第2回家族親睦例会
6/12 奈良ホテルにて開催（本日の理事会で決定）

・第2回親睦ゴルフコンペ
4/20 ディアパークゴルフクラブにて
本日申込〆切り日です。沢山のご参加をお待ちしております。

【第2回家族親睦例会・第2回親睦ゴルフの件
稲田親睦活動委員】
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4/3地区大会が行われました。急な連
絡でご参加いただけなかった方には
本当に申し訳なく思っております。
そんな中でも多数のご参加をいただ
きました。心よりお礼申し上げます。

【地区大会の件】
宮坂出席委員長

今年の国際大会はアメリカテキサス
州ヒューストンで6/4～6/8まで開催
されます。その際6/5に日本人親善
朝食会が開催されその申込は4/13ま
でとなりますので来週までには申込
み下さい。

【国際大会の件】
佐川国際奉仕委員長

幹事報告

・例会スタイルの件
・佐竹さんコンサート案内・回覧

回覧
・14RC共同奉仕事業感謝状
・第2回親睦ゴルフ出血
・国際大会出欠
・RACニュース2回分
・佐竹さんコンサート案内

状差し
・4月スケジュール表
・がバナー月信1月号
・ロータリーの友1月号
・ハイライトよねやまvol264
・国際大会案内チラシ
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会員卓話

「私のロータリーライフ」ロータリーを楽しむ
飯田会員

久しぶりに卓話の当番が回って来ました。プログラム副委員長の小西さんから、若い
会員さんが増えたので、クラブの昔の話をするようにとの依頼がありました。
平成27年9月には、竹川初代会長から「奈良大宮ロータリークラブ創立時の思い出」とし
て、会長の立場からのクラブ創立当初の様子についてお話がありました。今日は、幹事
の立場からクラブの創立の頃や、特別代表の緒方先生のお話し等、古い資料を見ながら、
思い出してみようと思っています。

また、私の約43年間のロータリーライフについても、少し振り返ってみようと思って
います。古い資料の中から、適当に選んでみました。少し、断片的な話になるかとおも
いますが、古い写真や、資料を見て頂きながら、お聞き頂ければと思っています。
クラブ創立当時の様子は「奈良大宮ロータリークラブ誕生の記録」として残されていま
す。クラブ創立前後から認証状伝達式までの記録と創立会員全員の感想文、夫々の初心
のようなものが記録されています。資料の準備などで、中奥幹事さん、山口プログラム
委員長さん、事務局にもお世話になりました。慣れないパワーポイントですので、上手
く出来るかどうか、心配していますが、宜しくお願い致します。

私のロータリーライフは、岡村吾郎先生の突然の訪問で始まりました。朝の診察時間
中に、突然、診察が終わったら行くからな。とのことでした。当時、岡村先生とは医師
会で同じ仕事を担当していました。
その時はロータリーについての簡単な話が有りました。その中で、「1週間に1時間」と
言う言葉があったように思います。

「クラブ創立」
昭和53年12月初め(6日)、よく分からないままに、指定の場所に行きますと、特別代表の
緒方先生はじめ奈良クラブの会長、幹事、松倉先生など、拡大委員のメンバーと新クラ
ブのキーメン予定者の、竹川さん、中井先生、箸尾さん、綿谷さん達が居られ、早速、
いろんな打ち合わせが始まりました。奈良市内に三番目のロータリークラブを作る、と
いう事でした。新クラブの創立について、クラブの名称、会員の選考、例会場、例会曜
日、時間、定款細則の決定、理事役員の選出(緒方特別代表よりの指名) 予算案の作成、
資金預託銀行、創立総会のプログラム、第一回理事会の議案、事務所、事務職員、創立
総会の日程、更には認証状伝達式の日程、会場等も決定されました。
「メンバーの人選については」スポンサークラブの奈良クラブの拡大委員会が、新クラ
ブは全員新人である事から
1.ロータリアンとして活動し得る熱意のある人。
2、テリトリー内に住居又は主たる事業所のある人。
3、地域内で評判の良い指導的人物。
等、の目標を掲げて会員候補者をリストアップされていました。その中の何人か(約40名)
の候補者の中から、緒方先生が一定の選考基準に基づいて決定されました。その基準の
一つは、クラブに入りたい人ではなくて、クラブが入って欲しい人を選ぶという事でし
た。自薦、他薦の人もあったようですが、選ばれませんでした。
リストアップされたメンバーに、それぞれ手分けして交渉に当たり、最終的に、チャー
ターメンバーとして22名が確定しました。
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「創立総会」
昭和54年1月23日、スポンサークラブの奈良ロータリークラブの主催で奈良ホテルの桐の
間で(仮)奈良大宮ロータリークラブの創立総会が開催されました。
出席者は杉山嘉一ガバナー、特別代表の緒方準一パスト・ガバナー、来賓の平澤パスト
ガバナー、足高地区拡大委員長、奈良ロータリークラブの会長,幹事と拡大委員他と新ク
ラブの創立メンバー22名でした。杉山嘉一ガバナーのアドレスでは「ロータリー精神に
則って、具体的実践に移す機会を得られたことについたは誠にご同慶にたえません。新
たにこの世界的な団体の中で、多くの知識を吸収し、自信と抱負をもって、共に奉仕に
努めたい」
来賓の平澤パストガバナーの挨拶では「昔を知り、自らを知ったその上で、持ち味を新
ロータリーに発揮して、日本の大宮から、世界の大宮へその名を轟かせていただきたい」
定款及び細則(案)の承認、役員及び理事の選任を経て、仮クラブが発足しました。
総会終了後、別室で、国際ロータリーは提出する書類に特別代表、仮クラブの会長、幹
事が署名、国際ロータリーへの加盟申請の手続きを完了しました。
その後、3月15日に、国際ロータリーの事務局から杉山ガバナーに昭和54年3月1日付けで
加盟が承認された旨の連絡が入り、この日、「仮クラブ」から正式に「奈良大宮ロータ
リークラブ」としてスタートし、認証状伝達式の準備が本格化しました。
その後、奈良ロータリークラブの例会の見学、定款・細則・クラブの事務取扱規約の決
定、昭和54年1月23日に創立総会、昭和54年1月30日に第一例会の流れで開催されました。

創立総会
昭和54年1月23日 奈良ホテル 桐の間
第一例会は、昭和54年1月30日奈良ホテル別館で開催されました。
(昭和54年1月30日、クラブの第一例会では緒方先生からインフォメーションがあり、
「先ず、第一に新しいメンバーに申し上げたいことは、皆さんはまずロータリーを知る
ことに貪欲であって欲しいという事です。この貪欲さを持たずにいい加減にやっていま
すと、ある時期がたった時、その熱意が失はれて、ただ無為に流されるという事を、私
は多くのロータリアンを見てきた中から知っております。」これが初例会の最初の言葉
でした。その後、毎例会、しばらくはインフォメーションが続き、チャーターメンバー
全員が、白紙の上にロータリー情報のシャワーを浴びる様な例会が続きました。
緒方先生の言葉の中で「出席はレコードを作る為にするのではない、ロータリアンを作
るためにするのである。」と言われておりました。

チャーターナイト(認証状伝達式)
昭和54年5月15日 奈良ホテルで奈良大宮ロータリークラプの認証状伝達式が開催されま
した。当時の第265地区他の29ータリークラブ等から合計365名の参加

クラブ創立
国際ロータリー会長 クレム・レヌフ
国際ロータリー第265地区 杉山嘉一ガバナー
スポンサークラブ 奈良ロータリークラブ
特別代表 緒方準一PG
奈良ロータリークラブ会長 植田喜三郎 幹事 木下尊弘 拡大委員長 松倉春夫

副委員長 岡村吾郎 委員 松岡泰夫、水谷悦郎、山本敏夫
新クラブのキーマン 竹川晴雄、綿谷安弘、中井一男、箸尾文雄、飯田二昭
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クラブ創立総会

昭和54年1月23日 奈良ホテル桐の間
主催：奈良ロータリークラブ
出席者：杉山嘉一ガバナー、特別代表 緒方準一PG、平澤興PG、足高地区拡大委員、
奈良ロータリークラブ会長、
幹事、拡大委員 他
奈良大宮ロータリークラブ創立メンバー22名

クラブ第1回例会の趣旨
緒方準一PGのお言葉
ロータリーを知ることに貪欲であって欲しい。ロータリーを知るとはロータリーの考え
方や心を知ること。

創立当時の例会の考え方
「ロータリーの例会は最も重要な会合である」
「ロータリークラブは例会によって成り立っている」
「ロータリーは、クラブ例会が基本である」
「ロータリーの例会は一期一会の貴重な時間」

出席についての考え方
「出席は義務ではなく権利（特権）である」
「出席は目的ではなく手段である」
「出席することで、初めてロータリーを知ることができる。出席なくして、ロータリー
ライフを楽しむことはできない」

奈良大宮ロータリークラブの歌
作詞：OSK歌劇団 中谷厚行
作曲：山口佳恵子

奈良大宮ロータリークラブのバナー
1979年4月作成
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奉仕事業報告

令和4年4月5日 新大宮駅前ロータリー桜庭園整備事業及び記念碑披露会
昨年度の事業として近鉄新大宮駅北側ロータリーを整備いたしました。
今回立派な銘板石碑が出来あがりましたので、園庭の整備事業としてRCメンバーと、MYP
作業所の皆さんで、お披露目と草引きを実施いたしました。ちょうど桜も満開で良い日
になりました。

インターアクト報告

令和4年3月19日 清岡青少年奉仕委員長を中心に、ＪＷマリオット奈良のご協力も得て、
奈良の魅力を再発見することをテーマに活気あるイベントが開催されました。
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ニコニコ箱 合計 121,000円 累計 1,308,000円

中嶌 大 君 皆様ご無沙汰しております。4/3(日)の地区大会にはたくさんのご参加あ
りがとうございました。例会が再開できましてニコニコ！

中奥雅巳 君 飯田先生、本日の卓話楽しみにしております。皆様、久しぶりの例会よ
ろしくお願い致します。

北河原公敬君 4月2日の結婚記念日にクラブからお花を頂きありがとうございます。
丁度金婚式を迎えました。山あり谷ありの50年でした。恵比寿RCの佐竹
律香様のコンサートに是非行ってあげて下さい。

武藤廣茂 君 皆様お久しぶりです。例会の再開大変嬉しく思っております。
飯田二昭 君 久しぶりの卓話です。よろしくお願いします。
清岡義教 君 3/19の青少年奉仕委員会の「奈良の魅力発信・発見・体験ツアー」にた

くさんのRCの皆様、インターアクトの皆様のご参加を頂き誠に有難うご
ざいました。インターアクトとの合流は引き続き行って参ります。
宜しくお願い致します。感謝。

楠原忠夫 君 川端さん、先日はお世話になりありがとうございました。
佐川 肇 君 久しぶりの例会です。第七波が来ないように
竹中史郎 君 皆様お久しぶりです。
多田 実 君 新大宮駅北口のロータリー清掃ごくろう様でした。
宮西正伸 君 皆様お久しぶりでございます。
山口尚紀 君 飯田先生、本日の卓話よろしくお願い致します。
弓場裕史 君 献血活動、新大宮駅前ロータリー草引きと皆様のご協力に感謝！

ありがとうございました。
ニコニコ協力 井口善弘 君 稲田正剛 君 門脇伸幸 君 川端 昇 君

國原正記 君 倉田智史 君 河野里志 君 城田真平 君
武中洋勝 君 谷川千代則君 塚本 勝 君 辻本和弘 君
成田和哉 君 野﨑隆男 君 野末勝宏 君 平方貴之 君
藤井正勝 君 堀内眞治 君 水野憲治 君 南谷正仁 君
宮坂勝紀 君 森山斗福 君 矢追家麻呂君
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稲田正剛 今西栄策

今後の予定

・4月12日（火）新入会員卓話（竹中会員、松岡会員）

・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）

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜奈良ロータリークラブ＞
・4月14日（木）休会（定款細則第7条1-d）
※ビジター受付は行いません

＜やまとまほろばロータリークラブ＞
・4月28日（木）・5月5日（木）休会（定款細則第7条1-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＞
・4月12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3F研修室
・4月19日（火）例会場所変更→信貴山料亭旅館みよし
・4月26日（火）（定款細則第8条1-c）年間予定休会
・5月 3日（火）（定款細則第8条1-ｃ）年間予定休会

＜奈良東ロータリークラブ＞
・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（定款細則第7条1-ｄ）
・4月27日（水）WEB例会 ＪＷマリオットホテル奈良
・5月 4日（水）休会（定款細則第７条1-ｄ）
・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（定款細則第7条1-ｄ）
・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（定款細則第7条1-ｄ）
※ビジター受付は行いません

＜大和高田ロータリークラブ＞
・4月26日（火）休会（定款第7条第1節（ｄ）適用）
・5月 3日（火）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


