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2021-22年度会長スローガン
「ロータリーは品格」
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
RI第2650地区ガバナー
馬場

例会プログラム

本日のお客様
・菅野

益弘

正之 様（株式会社I.S学園 統括管理責任者）

第22回5月17日
通算2009回
１．挨拶

会長の時間

２．開会点鐘

【中嶌会長】

３．ソング
４．お客様紹介
５．ビジター紹介
６．会長挨拶
７. 例会状況報告
８．委員会報告
９．幹事報告
10．卓話
11. 閉会点鐘

こんばんは。長いゴールデンウイークも終わりました。奈良市のモ
ニタリング調査では、5つのレベルの3つは依然よくありませんが、奈
良市の新規感染者は5月5日で40名、奈良県で142名まで減少しました。
このまま収束していくのかと思っておりましたら、昨日5/9奈良市では
94名、奈良県では301名で全く収まっておりません。いつまで続くので
しょうか？
でも3年ぶりに、新型コロナウイルスの緊急事態宣言の出ていないゴー
ルデンウイークということで、鉄道や飛行機の便が久々に満席になっ
たということでした。また早ければ今月中にも観光客の入国を認める
ようになりそうです。いよいよ動き出した感があります。
先月26日に東京恵比寿のメンバーが交換卓話で沢山来られました。
その後、北河原さん私と幹事が恵比寿の皆さんと京都で同席させて頂
きました。今度は、来月14日に北河原さんが東京恵比寿に交換卓話で
いかれますので可能な方は出来るだけたくさん出席して下さい。
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例会状況報告
5月10日
通算2008回
◎本日出席者

６６名

◎本日出席率

１００％

4月19日
通算2006回の修正
◎出席率
◎補填前欠席者
◎欠席補填者

１００％
−名
−名

今日14時から奈良社会福祉苑様で「ふれあい農園」の開園式が催され、メンバーはも
とより、奈良ＴＶ、奈良新聞、奈良県農協の指導員の方々に沢山の方に出席して頂きま
した。ありがとうございました。そして、特に社会奉仕委員会の皆さん、開園式の入念
なる準備、お疲れ様でした。
会計事務所の仕事も個人の確定申告も終わりましたが、今年はコロナで影響を受けた
事業者への「事業復活支援金」の申請のお手伝いをしながら、3月決算の法人の確定申告
の提出の準備や来年10月1日から始まる消費税のインボイスへの対応に追われています。
インボイス制度への対応方法の説明、仕入税額控除の要件である一定の事項を記載した
帳簿及び請求書等の保存、電子インボイス、そして登録申請方法等です。経理処理がま
すます複雑になります。早めに対応されたほうがいいかと思います。これにて、挨拶を
終わります。どうもありがとうございました。

委員会報告
【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

今月は青少年奉仕月間ということで青少年奉仕に関する記事が多いので紹介
特集：若年化する薬物パンデミック（横組み8P）
若者の間で急増する大麻の乱用：公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター監事
中山悦憲（東京恵比寿RC）
・今年の3月10日現在で20歳未満の大麻事犯の検挙数は994件過去最高を更新する事態
・コロナ禍において人と会えなくさみしいという理由で手を出すというケースもある
・インターネットを通じて若者が気軽に大麻を入手できる状況もあり深刻な状況
・正しい知識を大人が伝えてあげる必要がある
ウクライナ危機の中で強まる決意（横組み14P）
・ウクライナのロータリークラブの現状がレポートされている
・eクラブを活用した活動など現地の活動のことがわかる記事となっています
卓話の泉（縦組み13P）
・プレスリリースの書き方について中日新聞の宮本隆彦様が語ってくれています。
・個人的に非常に参考になりましたので皆様もぜひ読んでいただければと思います。
低年齢化する子供のメディア漬け（縦組み4P）
医療法人増田クリニック 増田医師
2020年1/8 国際ロータリー2730地区児童虐待防止イベント要旨
・子供の不登校などの心の問題を通じてスマホの普及による子供の心に対しての悪影
響に直面してきた。
・現在では2歳児の5割がスマホゲームをしており、取り上げると不機嫌になったりす
る子供が多い
・2歳児ほどの幼児にスマホが与える悪影響はアイコンタクトやスキンシップの減少
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睡眠障害
脳の発達の遅れ、社会性の育成の阻害など枚挙にいとまがない。
・子どもの脳の発達は親の責任。しっかりと管理しなければならない
紹介はこれで以上になります。青少年奉仕月間ということで若者の意見をもっと大事
にしようと思います。
【ふれあい農園開園式の件】
弓場社会奉仕委員長

本日、たかまどふれあい農園の開園式
を無事終えさせていただきました。と
ても長い道のりでしたが、皆さんの色々
なお力添え、それに外部の団体にもご
協力いただきまして、本日この日を迎
えることができました。ロータリーの
奉仕として我々が出来る事は、きっか
けを作ることや人と人を結びつける縁
を取り持たせていただくことで、結局
は持続可能な奉仕活動になるのではな
いかと考えております。本当に皆さん
ありがとうございました。

【東京恵比寿交換卓話・新入会員歓迎会の件】
志茂親睦活動委員

・5/31（火）例会終了後 奈良ホテルに
て向井会員の新入会員歓迎会を行います。
・6/14（火）12:30〜ウェスティンホテル
東京にて東京恵比寿RC交換卓話を行いま
す。卓話講師は北河原パストガバナーで
す。皆様ご参加よろしくお願いします。

【次年度概況報告会員一覧表の確認】
鈴木次年度会場監督

【RYLAについて】
清岡青少年奉仕委員長

次年度概況報告に掲載の名簿の確認を回覧し
ていますのでご確認をお願いします。
写真変更希望の会員様、今年度の新入会員様
はトミカラー様に直接撮影行っていただきま
すようお願いします。(撮影は5月末まで)
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5/20(金)〜5/22(日)のRYLAには、
当クラブからは谷川さんのご子息
が参加します。

幹事報告
・6月交換卓話（東京恵比寿RC6/14）の件
・クールビズの件
・新入会員オリエンテーションの件
回覧
・第3回親睦ゴルフ出欠
・第2回家族親睦例会出欠
・東京恵比寿交換卓話出欠
・次年度概況報告会員一覧表

状差し
・5月スケジュール表
・ガバナー月信
・ロータリーの友

卓 話
株式会社I.S学園
統括管理責任者菅野正之様
「青少年が抱える不登校の問題」
をテーマとして現代の子供たちの
不登校に関する現状、問題点、
課題などについて語っていただき
ました。

社会奉仕事業
2022年5月10日
「障がいのある人に、生業と働く希望を！」たかまど・ふれあい農園の開園式
鹿や猪の獣害と水不足により農園の運営をやむなく中断されておりました、障がい者
福祉施設運営の農園をサポート致しました｡
獣害対策として建設資材を使った獣害よけネットの設置､水不足対策として、雨水を利
用した散水システムを導入し、環境にも配慮しました。また、女性でも扱い易い耕うん
機も寄贈致しました｡そして、この度、JA奈良県の御指導もあり、めでたく農園を再開、
開園できる運びとなりました。当日は、利用者の御家族から贈られたブルーベリーの苗
木と大和野菜の苗を、中嶌会長を初めとする当クラブメンバーと利用者の皆様で記念植
樹致しました。
中嶌会長挨拶
奈良大宮ロータリークラブの中嶌です。本日はふれあい農園の開園式ということで、誠
におめでとうございます。ロータリークラブは様々な奉仕活動を実施していますが、本
年度の私どもクラブの社会奉仕委員会の弓場委員長は、「障がいをもった多様な人々が、
自分らしく活躍できる居場所の実現を目指し、障がい者にとっても夢や未来を描ける場
所を守るお手伝いする」、という方針を立ててくれました。
そんな中なら社会福祉院様が運営されていた農園が休眠状態にあることに目を付けら
れました。休眠の原因が、シカ・イノシシによる獣害、そして水不足とのことです。そ
こで、早速獣害対策として、田村会員の協力で獣害除けネットを設置し水対策としては、
堀内会員の協力で雨水を利用する雨水タンクと散水システム設置し女性にも優しい耕運
機を準備させて頂きました。
また、利用者の家族の方からはブルーベリーの苗木を頂いております。これからの具
体的な野菜作りについては農協さんに、そして収穫した野菜の料理と美味しいパン作り
のレシピについては為則会員のＪＷマリオットホテル奈良さんにお願いしておりますの
で、これからどんどん美味しい野菜を作って、美味しい食品を作ってください。
収穫祭を楽しみにしております。それではこれで私からのご挨拶とさせていただきます。
どうもありがとうございます。
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奈良新聞記事
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ニコニコ箱
中嶌

大

君

中奥雅巳

君

潮田悦男
髙野 治

君
君

中條章夫

君

藤井正勝
堀内眞治

君
君

増井義久 君
松岡浩治 君
宮西正伸
吉田英正

君
君

ニコニコ協力

合計 71,000円

累計 1,574,000円

本日の「たかまどふれあい農園」開園式にたくさんの皆様出席ありがと
うございました。社会奉仕委員会の皆様、準備本当に大変だったと思い
ます。お疲れ様でございました。
本日のふれあい農園開園式お疲れさまでした。菅野様、本日は卓話を引
き受けてくださりありがとうございます。よろしくお願い致します。
結婚記念日のお花ありがとうございました。
入会して初めてニコニコ担当になりました。今月一杯宜しくお願いいた
します。
今年の3月で後期高齢者になりました。まだまだ元気で頑張ります。
ニコニコ
社会奉仕の皆様ご苦労様でした。
社会奉仕委員会の皆様、本日のふれあい農園開園式お疲れ様でした。
少しでもお役に立てて光栄です。
結婚記念日のお花ありがとうございました。
5月5日の結婚記念日にすてきなお花をいただきありがとうございました。
おかげで結婚40年目に突入しました。
弓場委員をはじめ、社会奉仕委員会の皆様、本日はお疲れ様でした。
GW期間も、3回目のワクチン接種の余波なのか、うかうかしている内に
終ってしまいました。
岡﨑真人 君 門脇伸幸 君 川端 昇 君 倉田智史 君
河野里志 君 鈴木 譲 君 武中洋勝 君 冨川 悟 君
南谷正仁 君 宮坂勝紀 君 矢追家麻呂君 山口尚紀 君

今後の予定
・5月24日（火）卓話 尾形 裕明 様（特定非営利活動法人 なら燈花会の会）
・5月31日（火）クラブ討論会（職業奉仕委員会担当）
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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

