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2022-23年度 RIテーマ

RI会長 ジェニファー・ジョーンズ

RI第2650地区ガバナー

尾賀 康裕

例会プログラム

第2回7月12日

通算2016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．委員会 前期活動方針

発表 各委員会 委員長

11. 閉会点鐘

クラブ協議会

例会状況報告

7月5日

通算2015回

◎本日出席者 ５７名

◎本日出席率 ９５％

6月21日

通算2013回の修正

◎出席率 １００％

◎補填前欠席者 －名

◎欠席補填者 －名

会長の挨拶

【谷川会長】

皆さん、こんばんは。2022-23年度奈良大宮RCの会長を拝命いたしま
した谷川です。一年間宜しくお願いします。先週、中嶌前会長のほう
からバッジを交換して着けていただいて、それからすごく身が引き締
まる思いで、今日もかなり緊張しております。まだまだコロナ禍でも
あり、なかなかコロナの人数も150、160の辺で下がってはこないんで
すけども、今年度ガバナーの方針でもなるべくリアルでも例会をして
いこうというところで、本日より例会の方もソングであったり、また
出席関係についても通常に戻していきたいな、というふうに思ってお
りますので、宜しくお願い致します。また後程ご挨拶させていただき
ますので、本日15:30から第1回の理事会がございましたのでそちらの
方の報告を致します。

第一回目ということで、たくさんございましたので詳しくは議事録
をご覧になっていただきたいですが、一つは会長、副会長の職務代行
順位についてということで、第1位が冨川悟さん、第2位が潮田悦男さ
ん、第3位が水野憲治さん、第4位が山口尚紀さん、第5位が宮坂勝紀さ
ん、ということで決まっております。
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もう一点は前期会費の件についてです。後程会計の方からございますけども、それに絡
みまして概況報告の方にその他の年間行事とか年間予算とか出ておるんですけども、奈
良ホテルさんの方が今回食事関係の費用（食費）、また会場費等を、今いろんな所で値
上げ物価上昇をしておるんですけども、奈良ホテルさんの方も5月頃に値上げをお願いし
たい、ということで申し出がございました。予算もかなり作っておりましたし、今年度
の会議の会計であったりとか、分担金を少し上げようか、とか色々理事会の方でも検討
しておったんですけども、なかなかそれも細則に上限￥30,000と決まっておりますので
変更することが出来ておりません。今年度は定款細則の見直しの年度でもございますの
で、そこらへんで、もし会議の変更等をしなきゃダメだったら、そこで検討しようとい
うことで考えております。具体的には、一人￥37,000くらいの値上がりになっているの
で、それをどこで吸収するかということで、今年は食事の中身の方を少し変えさせてい
ただいて、軽食や定食を少し多くなるような形で予算組をしております。しばらくこの
形でやらせていただいて、また皆さんのご意見等もお聞きしながら見直すところは見直
していけたら良いかな、と言うふうに思っておりますので宜しくお願い致します。

地区委員委嘱状授与

ロータリー希望の風奨学金特別委員会
北河原公敬 委員

米山奨学委員会
冨川悟 副委員長

地区ロータリー財団委員会
宮西正伸 副委員長

インターアクト委員会
倉田智史 副委員長
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グローバル補助金委員会
増井義久 委員

地区補助金委員会
堀内眞治 委員

青少年育成委員会
辻本和久 委員

委員会報告

【ロータリーの友読みどころ】
爲則会報雑誌委員

ロータリーの友は創刊70周年になるようですが、今年度より『デジタルアーカイブ』
が開設され、情報基盤の強化が図られたということをお伝えしておきます。2022－23
年度 国際ロータリー会長は、115年に及ぶロータリーの歴史で初の女性会長となるジェ
ニファー・ジョーンズ氏ですが、そこで示されたテーマは『イマジンロータリー』で
す。ジェニファー・ジョーンズ氏のメッセージは6ページから19ページまでに掲載さ
れておりますので、お読みいただくといたしまして、ジェニファー氏は、この12か月
間で、世界に示していけるロータリーの奉仕プロジェクト、特に持続可能で大規模な
ロータリープロジェクトに焦点をあて、それを「イマジン・インパクト・ツアー」と
するとのことです。一流のジャーナリストや、思想的指導者、インフルエンサーを招
き、それらのチャンネルを通して、また、ツイートや投稿、ライブ配信をおこなうこ
となどで、ロータリーを知らない方も、参加すれば素晴らしい奉仕活動ができること
の認識を高めてもらうことで、ロータリーの奉仕活動と理念がもたらす感覚を、今こ
そ世界の人々と共有する時であると言われています。私たち、クラブにおいても注目
するべきプロジェクトを紹介する方法をぜひ、考えてくださいと最後にくくられてお
りますため、私たち委員も広報IT委員と連携しながら何か新たな伝達手段を考えたい
と思った次第です。
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【IAC例会について】
清岡IA委員長

7月のIAC例会 7/12火曜日、14:00～ 於：奈良女子大学附属中等教育学校

【クラブ職業奉仕担当者研修会】
宮坂職業奉仕委員長

日時：7/24日曜日14:00～ 於：京都府立京都学・歴彩館小ホール
リアルとリモートでのハイブリッド開催。入会間もない方の多数の参加をお待ちして
おります。

【前期会費納入のお願い】
門脇会計

本日状差しに「会費納入のお願い」を入れています。内容としまして、＄1＝￥136、
人頭分担金＄36.5、ロータリーの友￥1,650（前年より￥150増加）、合計￥181,614。
7月末までに納入をお願いいたします。

【米山奨学会】
野末カウンセラー

7/3 春日ホテルにて米山奨学生カウンセラー奈良ブロック会議の方に出席してまい
りました。当クラブの羅さんには10/25に卓話をしていただき、その後、桜井RCで卓
話をする、ということになりました。
来週水曜日に、過去2年間出来なかった京都祇園祭の体験会、米谷奨学生歓迎会に、
羅さんと私で参加いたします。

【地区米山奨学委員会】
冨川副委員長

地区米山奨学委員会からのお知らせです。6月初めに配りました「ハイライトよねや
ま」に「50万ドルの恩返し」という記事が載っています。米山奨学会というのは、皆
さんからの多額の寄付によって米山奨学生を年間約800人お世話させていただいて、
約10億円強のお金がかかり、そういった事業を行っております。そういう中で、米山
学友である周順圭（しゅうじゅんけい）さん（86歳）という中国の方が、今から60年
前、東京西RCと東京世田谷RCで奨学生として世話になられました。その後、東京大学
で博士号を取られましてアメリカに行きシリコンバレーのハイテク業界で成功され、
その方が先日5月に米山奨学会においでになり、50万ドル（6,650万円）を寄付されま
した。海外からこういう形で寄付されるのは、この60年で初めてのことでございまし
た。いろんな意味で世界中で活躍されたこのような方が日本のRCの米山奨学会に対し
て今後も繫栄するようにということで寄付をされたということです。6/1には54年ぶ
りに世話クラブの東京世田谷RCの例会に出席されたということでございます。こうい
う方が米山奨学生の中に出てきたということは、米山奨学会の成果というか、大変喜
んでいる次第でございます。皆さんにもこのようなことがあるということを知ってい
ただきたい、と思い紹介させていただきました。
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幹事報告

・会員証（受付にて配布）
・7月例会予定表
・ガバナー訪問例会案内
・クラブ活動の概況報告を状差しに
・クールビズ7月～10月、来年5月と6月

回覧
・ガバナー公式訪問出欠表

状差し
・概況報告書
・会費納入のお願い
・7月例会予定表
・ガバナー公式訪問案内
・ロータリーの友
・ガバナー月信

会長就任挨拶

【谷川会長】

今年度、会長するにあたりまして野﨑幹事はじめ理事役員の皆様、また、会員の皆様
のお力を借りて一年間やりきっていきたいなあ、と思っております。今年度の私のテー
マは「原点回帰と新たなチャレンジ」とさせていただいたんですけども、私は当クラブ
入って15年になるんですが、小西さんに声を掛けていただき入会したんですけども、そ
の時、色々話をした中で、入るんだったら大宮がいいよ、といっぱいロータリーあるけ
ど大宮がいいよ、というふうに言われたのも、決め手の一つだったかなと。私も色んな
人にそういう話もしますし、最近入会された方もそういうことを聞かれたことがあるか
もしれません。やはり、44年間の歴史の中でチャーターメンバーはじめ皆さんが作って
こられた奈良大宮RCの伝統、また、クラブの風土、私はそれがすごくいいのかな、と。
それが、入るなら奈良大宮、というふうに思える自信にもなっているかな、というふう
に思ってます。それも含めて、皆さん方の伝統等も守りながら原点回帰という言葉を使っ
ていますけども、昨年度の飯田先生の卓話なんかでもクラブができた当時のお話たくさ
ん聞かせていただいて非常に勉強になりました。やはり原点に戻ってクラブが出来た当
時の考え方を生かすところは生かして、また、新たなチャレンジとして色んなこの時代
にあった奉仕事業であったり活動であったり、また、広報であったりというところに取
り組んでいけたらいいかな、というふうに思っております。是非皆様と一緒に奈良大宮
ＲＣを益々素晴らしいクラブにしたい、と思っております。宜しくお願いします。
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友愛例会

【乾杯 堀内副会長】

幹事就任挨拶

【野﨑幹事】

今年度谷川年度の幹事をさせていただきます野﨑です。どうか一年間宜しくお願いし
ます。挨拶は時間オーバーしております。1分間位でやりたいと思います。幹事という職
責は、副幹事として1年間務めさせていただいたのですが、全然違います。副幹事と幹事
の重さが。中奥前幹事の苦労が本当にたゆまなく心からお疲れ様でした。本当に無事に
谷川丸がいよいよ出向いたしました。なんとか港を出ましたんで、次の目的地の2023-24
年の植村エレクトのところまでたどり着けたらなと思っております。自分は何より、幹
事というのは本当に、言ってみれば女房役でありながら後は世話役、それと皆さんの靴
となって進んでいく道を自分なりにやっていきたいと思っています。今年はコロナの加
減にもよりますけども、やはりリアルな例会を続けていくというのが今回谷川会長の思
いでもありますので、原点回帰ということで何とかきっちりとした例会をやれる、とい
うふうに考えておりますので皆さん何卒出席のほど宜しくお願いしたいと思います。
一年間頼りない幹事ですけども皆さんよろしくお願いします。最後に理事役員、各委員
会のメンバーの皆様、本当に一年間お世話になりますけども宜しくお願いします。
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●会報・雑誌委員会/市田富久夫 爲則泰二

楠原忠夫 中奥雅巳

今後の予定

・7月19日（火）卓話 奈良県知事 荒井正吾氏
タイトル：「奈良を発展させる波の勢いが続いています。

流れを止めないで奈良をもっと良くしよう。」

・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

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜橿原ロータリークラブ＞
・7月15日（金）休会（定款細則第8条1-C）
・7月29日（金）休会（定款細則第8条1-C）
※いずれもビジター受付は行いません

ニコニコ箱 合計 138,000円 累計 138,000円

谷川千代則君 新年度スタートしました。理事・役員・会員の皆様1年間よろしくお願い
いたします。

野﨑隆男 君 本年度幹事を努めさせて頂く野﨑です。この一年間、谷川会長と共に精
一杯クラブの運営が滞りなく続けられます様に、会員の皆様には色々と
ご迷惑をお掛けしたり、ご無理も申し上げる事も有りますが、何卒一年
間宜しくお願いします。

植村将史 君 新しい年度が始まりました。宜しくお願い致します。
北河原公敬君 谷川会長、野﨑幹事はじめ理事役員の皆様、新年度のご活躍をご期待申

し上げますと共に、私たち会員へのご指導をよろしくお願い致します。
飯田二昭 君 新年度のスタートを祝って。一年間よろしくお願い致します。
石野捨男 君 本年度よろしくお願いします。
潮田悦男 君 谷川会長、野﨑幹事、一年間一緒にがんばりましょう。
門脇伸幸 君 本年度も宜しくお願い致します。
倉田智史 君 谷川会長、野﨑幹事、一年間大変ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
髙野 治 君 谷川会長、野﨑幹事、1年間宜しくお願いいたします。
武中洋勝 君 新年度、谷川会長、野﨑幹事、役員の皆様、一年間よろしくお願いいた

します。
多田 実 君 谷川丸の船出を祝して
冨川 悟 君 谷川会長、野﨑幹事、新年度の出発をお祝い申し上げます。実り多き年

度になる事をお祈りしています。
中奥雅巳 君 昨年度は大変お世話になりました。谷川会長、野﨑幹事、一年間お身体

に気を付けて頑張って下さい。
中嶌 大 君 谷川会長、野﨑幹事、いよいよ始まりましたネ。健康に留意されご活躍

下さい。
野末勝宏 君 谷川会長、野﨑幹事、一年間頑張って下さい。
平野貞治 君 谷川会長始め役員の皆様、コロナが未だ消退しておりませんが頑張って

下さい。
福本良平 君 谷川会長、野﨑幹事、1年間がんばって下さい。
藤井正勝 君 谷川会長、野﨑幹事、一年間宜しくお願いします。ガンバって下さい。
堀内眞治 君 谷川会長、野﨑幹事、クラブの皆様、新年度が始まりました。1年間よろ

しくお願いします。
宮西正伸 君 谷川会長、野﨑幹事の門出を祝して。
武藤廣茂 君 いよいよ本日より谷川年度が始まりましたネ。会長、幹事、役員の皆様、

よろしくお願い致します。
弓場裕史 君 中嶌年度社会奉仕委員会、最後までありがとうございました。谷川年度

も素晴らしい船出、心よりお祝い申し上げます。
ニコニコ協力 市田富久夫君 稲田正剛 君 川端 昇 君 清岡義教 君

國原正記 君 河野里志 君 鈴木 譲 君 竹中史郎 君
塚本 勝 君 成田和哉 君 西本隆一 君 平方貴之 君
松岡浩治 君 水野憲治 君 宮坂勝紀 君 森山斗福 君
矢追家麻呂君 山口尚紀 君 渡邊あきの君


