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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

益弘

例会プログラム

委員会報告
【ふれあい農園・小さなパン屋さんMOMO感謝祭について】
弓場社会奉仕委員長
「障がいのある人に生業と働く希望を」とい
うことで、本日無事すべての事業を終了させ
ていただくことが出来ました。皆様のお力添
えのおかげと感謝申し上げます。ありがとう
ございました。一つだけ皆さんにお伝えした
いことがあります。感謝祭が終わった後、障
がい者の利用者様のご家族であるお父様が私
に「ありがとうございました」と深々と頭を
下げていただいたのを、私も「こちらもあり
がとうございました」とお礼を申し上げたの
ですが、この事業をやらせていただいて良かっ
たと感じた瞬間でした。本当に一年間ご協力
ありがとうございました。

第1回7月5日
通算2015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．会長就任挨拶
11. 幹事就任挨拶
12. 友愛例会
13. 閉会点鐘

例会状況報告
6月28日
通算2014回

幹事報告
・今年度例会の休会が19回の為、各会員へ15000円返金
・藤川保雄会員 6月末をもって退会。記念品を贈ります。
体調が万全でないためご挨拶には来られません。

◎本日出席者

６７名

◎本日出席率

１００％

6月12日
通算2012回の修正

回覧
・次年度ガバナー公式訪問例会出欠

◎出席率
◎補填前欠席者
◎欠席補填者
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１００％
−名
−名

会長退任挨拶及び会長バッジの交換
【中嶌会長】
改めまして、2021-22年度の奈良大宮ロータリークラブ
会長を退任するにあたりまして。一言ご挨拶申し上げま
す。昨年度からの持越し事業でありましたＩＭ，県下会
長幹事会ですが、開始する、しない、から始まり、開催
場所、開催方法等々、コロナの感染状況を見ながら変更
に変更重ね、皆様のご協力の下どうにか無事に奈良大宮
クラブの面目を保つことが出来ました。
本年度の私のテーマは、「ロータリーは品格」相互理
解と高潔性をもって奉仕の理念を実践しよう、でした。
最近のロータリークラブの考え方や活動が対外的な社会
奉仕活動にその軸足が移ってきており、ロータリークラ
ブの金看板である「職業奉仕」が忘れ去られた感があり
ます。そこで、クラブ協議会や情報集会を通じて、まず
お互いの職業をよく知り、仕事に対する思いを知ることから始めようと思いました。コ
ロナ禍で開催回数が大幅に縮小されましたが、協議会は大いに盛り上がり、大変好評で
した。また、野末職業奉仕委員長には、急遽4つのテストについて卓話をして頂き、改め
てロータリーの指針である4つのテストの大切さを知ることが出来ました。
弓場社会奉仕委員長には「障がいのある人に生業と働く希望を！」という長期間にわ
たる奉仕事業を企画して頂き、コロナ禍であったにもかかわらず、メンバーのご協力の
下、予定通り、本日 先ほど事業が無事完結致しました。施設の皆様からとても喜ばれて
います。
青少年事業でも、コロナ禍でインターアクトとメンバーの交流は難しかったものの
「奈良の魅力・発信・発見・体験ツアー」を企画して下さりインターアクトとの交流を
深めることが出来ました。
国際奉仕につきましては、コロナ禍でさすがに国際大会への参加は出来ませんでした
が、米山月間には例年通りの寄付を集めることが出来ましたし、またクラブ独自に、ウ
クライナの皆様の平和を願って、生活を支援させて頂く寄付をさせて頂きました。
コロナ禍でのこの一年間、休会も多かったのですが、私にとりまして非常に充実した
一年でした。本日このように無事、最終例会を迎えられましたこと、全くもって優秀で、
気配りの出来る中奥幹事のお陰だと、心から感謝しております。また、理事役員の皆様
方、そして会員の皆様方のご支援に対しまして、改めて厚くお礼申し上げます。
さて、7月から谷川会長年度がスタートします。素晴らしい活動をされますことをお祈
りして、私の退任の挨拶とさせていただきます。本当に一年間ありがとうございました。
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幹事退任挨拶及び幹事バッジ交換、鞄授与
【中奥幹事】
中嶌会長一年間お疲れ様でした。中嶌会長のもと、
一年間幹事を務めさせていただきました。至らないとこ
ろが多く、皆様にご迷惑おかけしたことも沢山あったと
思います。そんな中でも幹事を一年間させていただいた
ことは、私にとって大変良い経験となり、多くの勉強の
機会となりました。
幹事としてクラブ運営に携わって思ったことは、例会
運営や各事業は、それぞれの担当していただく方々が、
それぞれの場所で役割をきっちりとされて、クラブ運営
が成り立っているということでした。とても良いクラブ
に所属させていただいているのだと改めて思っておりま
す。委員長様はじめ会員の皆様に大変感謝しております。
年度が始まって1か月後の8月から1回目の休会となり、今
年の年明け1月下旬から2回目の休会となりました。19回の休会と、新型コロナウイルス
に影響を受けた一年間でもありました。休会は残念なことではありましたけれど、その
間、ＩＭをホストとして開催したり、職業奉仕や青少年奉仕の事業が行われたり、会員
増強や広報活動など、休会中にもいろいろと活動をしていただいておりました。
家族親睦例会も何とか2回開催することが出来、多くの方々にご参加いただいて、とて
も楽しい思い出となりました。
年度の終盤には社会奉仕事業を開催いただきました。最終例会日の今日お昼の開催ま
で本当に大変だったと思います。お疲れ様でした。
一年を通して皆様にお世話になり、無事幹事としての年度が終わろうとしております。
事務局のお二人にもいろいろと助けていただいて大変感謝しております。就任挨拶で言っ
ておりました、私自身が一年間真面目に過ごすということは、何とか出来たのではない
かと思っております。これからは徐々に羽を伸ばしていければと思っております。
7月から始まります谷川会長年度の野﨑幹事へは引き継げることは全て引き継がせていた
だきます。野﨑さんはこれから一年間大変だとは思いますが、応援しております。
私はゆっくりさせていただきたいと思います。皆様一年間大変お世話になりました。
幹事退任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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友愛例会
【乾杯】

ふれあい農園小さなパン屋さんMOMO感謝祭の様子
収穫祭挨拶（弓場社会奉仕委員長）
今年度、奈良大宮ロータリークラブの社会奉仕委員会の委員長であります弓場さんは
「障がいのある方に働く機会と場所を提供したい」、という考えの下、休園状態が続い
ておりました農園を復活すべく、獣害除けの柵、雨水タンク、散水システム、小型耕運
機を準備させて頂きました。そしてさる5月10日めでたく「高円ふれあい農園」の開園式
をされました。本日感謝祭ということですが、ひと月半前に野菜の植え付けをしただけ
なのに、正直一体どうするのだろうかと心配しておりましたが、順調に野菜は生育し収
穫できるに至ったと聞き誠に驚いております。おそらく農園担当者の日々の努力と、農
協さんの丁寧な指導のたまものなのだろうと感心しております。
また、ＪＷマリオットさんの新商品開発、接客サービスの指導等のアドバイスがあっ
て、本日は収穫した野菜を使ったミニピザ・パウンドケーキ・スコーンが美味しく出来
上がっているようです。素晴らしいことだと思っております。
今後も、ふれあい農園の野菜のように、農園及びモモ事業がぐんぐん成長していき、
ますます立派な持続可能な障がい者就労支援事業となられますことを祈念致しまして、
お祝いの挨拶とさせて頂きたいと思います。本日はおめでとうございました。

4

ニコニコ箱
中嶌

大

君

中奥雅巳

君

谷川千代則君
野﨑隆男 君
北河原公敬君
飯田二昭 君
潮田悦男 君
大塩栄作 君
門脇伸幸 君
川端 昇 君
清岡義教

君

國原正記

君

倉田智史
髙野 治
竹中史郎

君
君
君

多田 実
中條章夫

君
君

合計 182,000円

累計 2,093,000円

本日、今年度最終の例会を無事むかえることが出来ました。皆様一年間
ご協力戴きまして誠にありがとうございました。次年度会長谷川さん、
ご活躍ください。私はしばらくゆっくりさせて頂きます。
本日の感謝祭お疲れ様でした。中嶌会長一年間お疲れ様でした。
会員の皆様一年間ありがとうございました。
中嶌会長・中奥幹事一年間おつかれさまでした。
中嶌会長、中奥幹事、理事役員の皆様、一年間お疲様でした。
次年度谷川マルがいよいよ出発です。幹事として、しっかりと支えさせ
て頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
中嶌会長、中奥幹事はじめ理事役員の皆様、無事任期を勤められお喜び
申し上げます。猛暑が続いておりますが皆様体調にお気をつけ下さい。
梅雨明けとのことですが、今年は本当に梅雨があったのでしょうか。
1年間お世話になり有難うございました。今日の感謝祭お疲れ様でした。
中嶌会長、中奥幹事一年間御苦労様でした。
倶楽部からのお見舞いありがとうございました。ご心配お掛けしました。
皆様1年間ありがとうございました。
皆様一年間ニコニコ協力ありがとうございました。
次年度もよろしくお願いします。
一年間おつかれ様でした。初めての理事の経験をRC活動に活かして参り
ます。
一年間、会員増強委員会がお世話になりありがとうございました。
次年度も引き続き、ご紹介、ご協力をよろしくお願い致します。
中嶌会長、中奥幹事、理事役員の皆様、一年間大変お疲れ様でした。
今年度もいろいろと大変でしたが、皆様ありがとうございました。
本日の社会奉仕委員会の感謝祭おつかれ様でした。大変すばらしいイベ
ントとなりました。弓場委員長、本当にお疲れ様でした。委員の皆様暑
い中ご苦労様でした。
中嶌会長、中奥幹事1年間ご苦労様でした。
中嶌会長、中奥幹事、理事メンバーのみなさま、一年間本当に御苦労様
でした。これからは例会を楽しんでください。ニコニコ
5

冨川 悟 君 中嶌会長、中奥幹事、1年間ご苦労さまでした。無事終了よかったですね。
成田和哉 君 中嶌会長、中奥幹事はじめ会員の皆様、今年一年誠にありがとうござい
ました。来年度も宜しくお願いいたします。
野末勝宏 君 中嶌会長、中奥幹事、一年間お疲れ様でした。
平野貞治 君 コロナの盛んな一年、中嶌会長、中奥幹事さんはじめ、役員の皆様、
大変ご苦労様でした。さきに賀寿というお祝いをいただき誠にありがと
うございました。又、中奥幹事さんには大変ご迷惑をおかけ致し申し訳
ありません。
福本良平 君 中嶌会長、中奥幹事、1年間お疲れさまでした。
藤井正勝 君 会長幹事はじめ皆様、一年間お世話になりました。
ありがとうございました。
堀内眞治 君 中嶌会長、中奥幹事おつかれ様でした。
松岡浩治 君 この度は亡父、嘉平治のお通夜、葬儀に際しましてご多忙にも拘らずご
参列いただき、誠にありがとうございます。また、多数のご弔電、ご供
花を賜り、厚く御礼申し上げます。松岡浩治、父に引き続きご指導ご鞭
撻いただきますようお願い申し上げます。
水野憲治 君 中嶌会長、中奥幹事並びに理事役員の皆様、1年間ご苦労様でした。
宮西正伸 君 中嶌会長、中奥幹事、一年間有り難うございました。ニコニコ委員会の
皆様、例会数が少ない中お疲れ様でした。
武藤廣茂 君 中嶌会長、中奥幹事、理事役員の皆様、大変な一年でしたが良くがんば
られたと思います。おつかれ様でした。
山口尚紀 君 中嶌会長、中奥幹事、一年間おつかれさまでした。そして、プログラム
委員会のみなさま、一年間お世話になりありがとうございました。
吉田英正 君 ①先日結婚記念日に頂いた花が5週目でも未だひとつも落ちません。
どこまで保つのかたのしみです。②川端さん、先日の「鱧づくし」有難
うございました。
ニコニコ報告 井口善弘 君 岡﨑真人 君 菊野和洋 君 佐川 肇 君
城田真平 君 鈴木 譲 君 辻本和久 君 辻本和弘 君
西本隆一 君 平方貴之 君 宮坂勝紀 君 矢追家麻呂君

◆例会変更・休会のお知らせ◆
＜奈良西ロータリークラブ＞
・2022年7月28日（木）変更
ガバナー公式訪問（平城京RC合同）
・2022年8月4日（木）変更
移動例会のため、例会場変更 ホテル日航奈良にて
・2022年8月11日（木）休会
・2022年8月18日（木）変更
早朝移動例会のため、例会場変更 霊山寺にて
※ビジター受付は行いません

今後の予定
・7月12日（火）前期活動方針発表(全委員会)・クラブ協議会
・7月19日（火）卓話
・7月26日（火）ガバナー公式訪問（奈良東RC合同）於：奈良ホテル
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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

