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2022-23年度会長スローガン

「原点回帰と新たなチャレンジ」

地区スローガン

「感動、感激、そして感謝」
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奈良大宮ロータリークラブ
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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4回7月26日

通算2018回

ガバナー公式訪問合同例会

１．開会宣言・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．尾賀ガバナー入場
11. ガバナー紹介
12. 卓話
（ガバナーアドレス）

13. お礼の言葉
14. 閉会宣言
15. 閉会点鐘

例会状況報告

7月19日

通算2017回

◎本日出席者 ４７名

◎本日出席率８２．４５％

7月5日

通算2015回の修正

◎出席率 １００％

◎補填前欠席者 ３名

◎欠席補填者 ３名

2022-23年度 第2650地区ガバナーのプロフィール

氏 名 尾賀 康裕(おが やすひろ)
所属クラブ 近江八幡ロータリークラブ
生年月日 1955年(昭和30年)3月4日生
最終学歴 1977年3月 神戸大学経営学部 卒業
職 業 株式会社 尾賀亀（取締役会長）
職業分類 石油製品販売

＜ロータリー歴＞
【クラブ関係】
2004年7月7日 近江八幡ロータリークラブ入会
2007-08年度 幹事
2010-11年度 理事 (職業奉仕委員長)
2011-12年度 理事（新世代奉仕委員長）
2012-13年度 理事（SAA会場監督）
2015-16年度 副会長（奉仕プロジェクト理事）
2017-18年度 会長エレクト
2018-19年度 会長
2019-20年度 理事
2020-21年度 地区社会奉仕委員会 委員

【その他】
ロータリー米山記念奨学会 米山功労者（第3回マルチプル）
ロータリー財団ベネファクター、ポールハリスフェロー
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＜職歴＞
1977年4月～1982年12月 トヨタ自動車株式会社
1982年12月 株式会社尾賀亀 入社 取締役就任
1997年7月 株式会社尾賀亀 常務取締役就任
2000年7月 株式会社尾賀亀 代表取締役就任
2019年7月 株式会社尾賀亀 取締役会長就任

＜団体歴・公職歴＞
【企業関連】
株式会社尾賀亀 取締役会長
滋賀自工株式会社 代表取締役
滋賀自工運輸株式会社 代表取締役
滋賀中央信用金庫 非常勤監事

【公職関連】
公益社団法人近江八幡納税協会 会長
近江八幡商工会議所 会頭
一般社団法人近江八幡観光物産協会 副会長
滋賀経済同友会 特別幹事
滋賀県人事委員会 委員

【業界関連】
滋賀県綜合輸送協同組合 理事長
一般社団法人滋賀県トラック協会 理事（湖東支部長）

【その他】
学校法人ヴォーリズ学園 理事・評議員
日牟禮八幡宮 責任役員
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米山奨学金授与

米山奨学生 羅 一采 さん

会長の挨拶

【谷川会長】

先週の例会終了後にクラブ協議会を実施しました。武藤ガバナー補佐、北河原パスト
ガバナーにもご出席いただき、他クラブの情報や地区の情報も交えていろいろご指導い
ただき良いクラブ協議会が開催されました。ご出席いただいた皆さまありがとうござい
ました。

協議会でも例会の在り方が話にあがりました。先週リモート例会に関するアンケート
を実施しました。まだ回収は50％程度ですが訳80％の方がリモートでの開催に対応でき
るとの回答をいただいています。例会場では出席いただいて出席できない方はリモート
参加というハイブリッド形式がいいとは思いますが、まだまだ課題もございます。チャ
レンジしたいと考えています。アンケートの回収にご協力お願いいたします。

また武藤ガバナー補佐よりマイロータリーの登録状況についてのお話もありました。
奈良大宮は皆さまのご協力で登録率70％です。地区登録率40％を大きく上回っておりま
す。マイロータリーでは多くのロータリー情報を見ることができます。登録されている
方は是非ご活用お願いいたします。また、まだ未登録の方は登録をお願いいたします。

本日のお客様

・奈良県知事 荒井 正吾 様
・米山奨学生 羅 一采 さん
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結婚・誕生日お祝い

幹事報告

・ガバナー公式訪問について当日の流れを説明。
なお、当日はネクタイ着用でお願いします。

状差し
・前年度情報集会のまとめ
・ハイライトよねやま

乾杯の発声
植村会長エレクト

委員会報告

【インターアクト委員会】
清岡インターアクト委員長

7/17(日)リーガロイヤル京都での「インターアクト夏期研修結
団式並びに事前研修会」の報告です。
参加者：インターアクター2名、顧問藤井先生、清岡会員の4名
当日は抗原検査キットが配布され、事前に感染対策を含め研修
会が行われました。
日程は7/31～3泊4日で伊丹空港～鹿児島に到着、その後2730地
区のIAとの交流を含め、屋久島にてリーダーシップ研修及び自
然との共存についての体験研修が行われます。IAにとって素敵
な夏期研修となるよう願っております。
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卓 話

奈良県知事 荒井 正吾 様
題名：「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。」

・15年後（2037年）のリニア中央新幹線「奈良市附近駅」の設置に向けて動きが加速
しています。

・五條市の大規模広域防災拠点の整備が本格化してきました。
・リニア中央新幹線－関西国際空港接続線の整備を検討しています。リニア中央新幹線
の伊丹空港乗入れも要望しています。

・磯城郡に大和平野中央田園都市を建設します。
・大和平野中央地域周辺の県中央卸売市場複合施設とまほろば健康パークの事業を令和5
年に発注します。

・工場立地件数と地域雇用が着実に増加しています。
・ホテルの客室数が増加しています。いまなら。キャンペーンを実行中。
・ガストロノミーツーリズム世界フォーラムを日本で初めて奈良で開催します。
・奈良公園の魅力度アップと環境整備を抜本的に進めています。
・平城宮跡歴史公園事業（国営公園事業100％国庫補助）県営公園事業（50％国庫補
助）を着々と進めています。

・県が鉄道高架化を国に要求し、新駅の設置をJR西日本に要求し、工事が始まりました。
・「飛鳥・藤原」の世界遺産登録を目指しています。
・なら歴史芸術文化村がオープンしました。本年3月21日の開村以来、連日、多くの方に
来訪いただいています。

・過去10年間で、県税収入が約1,310億円増え、交付税措置のない県債残高は約750億円
減少しました。

・新型コロナウイルス感染症対策 県民の皆様に安心して療養していただける体制を維
持します。引き続き、基本的な感染防止策の継続をお願いします。
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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

・8月 2日（火）卓話 航空自衛隊奈良基地司令 山本光伸氏
タイトル：「我が国周辺の空と航空自衛隊」

・8月 9日（火）卓話 公益財団法人大和文華館学芸部課長 瀧朝子氏
タイトル：「美術に読み取る祥瑞と吉祥の動物」

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜奈良東ロータリークラブ＞
・7月27日（水）変更 移動 奈良大宮RCと公式訪問合同例会

7月26日（火）奈良ホテル
・8月10日（水）休会 定款第7条第1節d(1)適用
・8月31日（水）休会 定款第7条第1節f適用
・9月14日（水）休会 定款第7条第1節f適用
・10月12日（水）休会 定款第7条第1節d(1)適用
・11月 9日（水）休会 定款第7条第1節f適用
・11月23日（水）変更 移動 社会奉仕・青少年奉仕共同事業 鴻池球場
・11月30日（水）休会 定款第7条第1節d適用
・12月28日（水）休会 定款第7条第1節f適用
※尚、コロナ感染拡大防止の為、当面の間ビジター受付は行いません。

＜平城京ロータリークラブ＞
・7月28日（木）ガバナー公式訪問の為 場所・時間変更

奈良西RC合同（奈良ロイヤルホテル)
・8月11日（木）年間予定による休会 定款第7条第1節(d)による
・8月18日（木）家族親睦例会の為 場所・時間変更
・8月25日（木）納涼例会の為 場所・時間変更
※いずれもビジター受付は行いません。

ニコニコ箱 合計 59,000円 累計 225,000円

谷川千代則君 荒井知事、本日の卓話よろしくお願いいたします。誕生日のお祝いあり
がとうございます。

野﨑隆男 君 奈良県知事 荒井様 本日ご多忙の中、奈良大宮RCの卓話に来て頂き、
誠に有難うございます。

植村将史 君 弓場さん、先日はありがとうございました。
大塩栄作 君 お誕生日のお祝いありがとうございます。
倉田智史 君 荒井知事様、本日はご多忙中、お越し頂きましてありがとうございます。

卓話、大変楽しみにしております。どうぞ宜しくお願い致します。
髙野 治 君 荒井知事様、当クラブにお越しいただき、有難うございます。また、誕

生日のお祝い有難うございます。
成田和哉 君 弓場昨年度社会奉仕委員会委員長、先週の打上げはとても楽しかったで

す。また、一年間本当にお世話になり誠にありがとうございました。
藤井正勝 君 とうとう古希になってしまいましたので ニコニコ
松岡浩治 君 弓場さん、社会奉仕員会でたいへんお世話になりました。

また先日はありがとうございました。
宮西正伸 君 荒井知事様、本日は有り難うございます。
向井克隆 君 弓場さん、先日は大変お世話になりました！
ニコニコ協力 潮田悦男 君 金田智仁 君 菊野和洋 君

田村英樹 君 森山斗福 君


