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「ロータリーは品格」
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「活力と輝き」

ロータリーの基本を大切に
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2021-22年度 RIテーマ

RI会長 シェカール・メータ

RI第2650地区ガバナー

馬場 益弘

例会プログラム

第26回6月21日

通算2013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

７. 例会状況報告

８．委員会報告

９．幹事報告

10．年間報告

11. 閉会点鐘

例会状況報告

6月12日

通算2012回

◎本日出席者 ６７名

◎本日出席率 １００％

5月24日

通算2010回の修正

◎出席率 １００％

◎補填前欠席者 －名

◎欠席補填者 －名

会長の時間

【中嶌会長】

こんばんは。例会前に今年度最後の理事会がありましたが、本日は
家族親睦例会ですので、後日改めて理事会報告をさせて頂きます。
本日は老人ホームのエリートという話をします。

ＷＨＯが発表した2022年版の世界保健統計によりますと、日本人の平
均寿命が世界で一番長くて、男性で81.4歳、女性で87.74歳ということ
です。

本日のビジター

羅 一采 様（米山奨学生）

黙祷
元会員の中村信清さんが2022年6月3日にご逝去（享年89歳）されたた
め黙祷を行いました。

本日のお客様

谷川 正晃 様（RYLA受講生）
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核家族社会で老人の一人暮らしが増えてきましたし、同居でも老老介護状態になり、
最終的には老人ホームのお世話にならないといけない時代になってきました。潮田先生、
森山さん宜しくお願いいたします。
ある特別養護老人ホームの施設長さんのお話というか質問です。

「当施設のように、そのほとんどの方が寝たきりのような状態や、よくても車椅子を必
要とする老人ホームにも、エリートといわれる人がいるのですが、どのような人がエリー
トだか分かりますか？」という、質問です。みなさん分かりますか？一般的にいわれる、
社会的なエリートって、お金持ちとか財産家、名誉ある職業を体験した方、知的教養の
ある方、具体的には、大会社の社長や重役さんだった人、大学教授あるいは校長先生だっ
た人、銀行の頭取だった人、大きな駅の駅長さんだった人、と回答してしまいそうです。
でも、施設長さん曰く「介護を必要とする老人ホームの中にあってエリートというのは
社会的なものではなく、決まって訪れる方がいる老人がエリート」ということだそうで
す。家族の方が定期的に訪れる、友達や同じ趣味を持った方がお見舞いにやってくる、
そういう人たちがいる人こそが老人ホームのエリートなんだそうです。また、準エリー
トとよばれる人は、定期的に訪れる人はいないけれど、贈り物や便りが決まってくる人、
そういう方が準エリートなんだそうです。

ロータリークラブは、「職業奉仕」を大切にしています。「職業奉仕」とは、ロータ
リアンが品格を保持し、自らの生業を充実させ、家族と従業員を守り、職業を通じて奉
仕活動に邁進することです。ロータリアンの皆さん方は、全て社会的なエリートです。
でも、この職業奉仕の理念を理解し実践した方こそが、きっと老人ホームでもエリート
になれるのだと思います。皆さん、どうか老人ホームでもエリートでいて下さい。そし
て奥様方、週に一回はご主人の顔を見に行ってあげて下さい。よろしくお願いします。

米山奨学金授与

賀寿のお祝い

93歳長寿 平野貞二会員 3月21日 米寿 金星昇会員 6月14日
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委員会報告（幹事一括報告）

【次年度理事役員紹介】
谷川会長エレクト

本来12月の例会で紹介していたのですが、コロナのため今日になっ
ています。
副会長 堀内眞治君、幹事 野﨑隆男君、会長エレクト 植村将史君、
直前会長 中嶌大君、会計 門脇伸幸君、
職業奉仕委員長 宮坂勝紀君、社会奉仕委員長 水野憲治君、
青少年奉仕委員長 山口尚紀君、国際奉仕委員長 潮田悦男君
このメンバーで次年度頑張っていきますので皆さんご指導ご協力
宜しくお願いいたします。
後、状差しに次年度の委員会構成表を入れましたので各自ご確認
よろしくお願いいたします。
・14日（火）振替休日 東京恵比寿交換卓話
・21日（火）年間報告
・次回インターアクト例会16日 15：30～ 奈良女子大学附属

中等教育学校

【RYLA報告】
奈良ヤクルト販売株式会社 企画室長 谷川正晃様

今回、本年度のRYLAに参加させていただきました谷川正晃と申し
ます。貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。
今回のRYLAのテーマが「人は人のために」というものだったので
すが、そこに向けてどういったことをするべきなのか、リーダー
として何を求められているのか、という話を聞かせていただき、
2泊3日で色々な学びをさせていただきました。辻本さん、清岡さ
んにサポートしていただいたこともあり、色々な方と出会え、良
い話を聞かせていただくこともできました。
今回得られた学びを今後いかせていければと思っております。
今回は誠にありがとうございました。
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家族親睦例会の様子

結婚記念日・誕生日のお祝い
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東京恵比寿ロータリークラブ交換卓話の様子

6月14日火曜日 東京恵比寿ロータリークラブ交換卓話訪問
卓話を北河原公敬パストガバナーにしていただき、21名で参加してきました。
例会終了後は希望者でエビスビール記念館へご案内いただきました。
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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

・6月28日（火）友愛例会

ニコニコ箱 合計 128,000円 累計 1,868,000円

中嶌 大 君 本日は今年最後の家族親睦会。家族の皆様も沢山ご出席頂きありがとう
ございます。親睦委員会の皆様お世話おかけ致します。
皆様一日楽しんで下さい。

中奥雅巳 君 本日は多くのご家族様にご参加を頂きありがとうございます。
親睦活動委員会の皆様よろしくお願い致します。

谷川千代則君 本日は息子家族と出席させていただきます。親睦活動委員会の皆様お世
話になります。スワローズの交流戦優勝にニコニコ。

北河原公敬君 久しぶりに家内と共に家族親睦例会に出席致します。親睦委員会の皆様
には準備等大変でしたことでしょう。今晩は楽しい一時となることを期
待しております。14日は恵比寿RC訪問です。よろしくお願い致します。

平野貞治 君 去る4月25日ダイヤモンド婚を迎えましたがその時立派な花をありがとう
ございました。今も綺麗に咲いております。

金星 昇 君 久しぶりの家族例会に出席させて頂き倖せに存じます。
お世話下さいます方々に感謝です。ニコニコ。

飯田二昭 君 家族親睦会お世話になります。楽しみにしています。
楠原忠夫 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。
河野里志 君 本日の家族親睦例会に多くのご参加ありがとうございます。
髙野 治 君 親睦活動委員会の皆様、本日は宜しくお願いいたします。
竹中史郎 君 初めての家族親睦会です。よろしくお願いいたします。
武中洋勝 君 親睦委員会の皆様準備有難うございます。一年間有難うございました。
多田 実 君 親睦活動委員会の皆様本日はお世話になります。
中條章夫 君 本日の家族例会親睦委員のみなさま御苦労様です。ニコニコ。
水野憲治 君 中嶌会長、中奥幹事1年間ご苦労様でした。親睦活動委員会の皆様本日は

御世話になります。
宮西正伸 君 ご家族の皆様、本日は有り難うございます。
武藤廣茂 君 親睦委員会の皆様本日はお世話になります。家族で楽しませて頂きます。
山口尚紀 君 河野委員長をはじめ親睦活動委員会のみなさま本日はよろしくお願いし

ます。
ニコニコ協力 稲田正剛 君 岡﨑真人 君 川端 昇 君 清岡義教 君

國原正記 君 佐川 肇 君 城田真平 君 冨川 悟 君
西本隆一 君 野﨑隆男 君 野末勝宏 君 藤井正勝 君
堀内眞治 君 増井義久 君 松岡浩治 君 南谷正仁 君
森山斗福 君

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜やまと西和ロータリークラブ＞
・6月28日(木) 例会場変更

例会場：信貴山料亭旅館みよしにて12：45～
・7月5日（火）例会場変更

例会場：信貴山成福院にて12：45～
・7月12・26（火）例会方法変更 ハイブリッド方式 13：00やわらぎ会館3Ｆ研修室
・7月19日（火）年間予定休会（定款第8条1-C）
※いづれもビジター受付は致しません。

＜桜井ロータリークラブ＞
・例会日の変更
新例会日 2022年7月より毎週火曜日 12：30～13：30
但し、7月5日（火）の例会は7月8日（金）17：00からに変更


