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地区スローガン
「感動、感激、そして感謝」
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康裕

例会プログラム

本日のお客様

第8回8月30日
通算2022回

・羅 一采 さん（米山奨学生）

１．挨拶

会長の挨拶

２．開会点鐘

【谷川会長】

３．ソング

こんばんは。来月9月25日(日)の第1回家
族親睦例会でございますが、現在新型コロ
ナウィルス第7波の感染拡大にともない中止
となりました。今回の親睦例会はバスでの
移動と、また飲食もともなうので感染リス
クが高いことから、臨時理事会にてこのよ
うな決定とさせていただきました。楽しみ
にされていた会員の皆様、準備いただいた
親睦活動委員会の皆様には残念な結果とな
りましたが、次回宜しくお願いします。

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．お礼の言葉
12. 閉会点鐘

例会状況報告
8月23日
通算2021回

米山奨学金授与
米山奨学生 羅 一采 さん

◎本日出席者

６６名

◎本日出席率

１００％

8月9日
通算2019回の修正
◎出席率
◎補填前欠席者
◎欠席補填者
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１００％
−名
−名

2021-2022年度出席表彰
・ホームクラブ100％出席会員
飯田二昭 石野捨男 稲田正剛
鈴木 譲 髙野 治 多田 実
成田和哉 野末勝宏 堀内眞治

岡﨑真人
辻本和弘
水野憲治

楠原忠夫
冨川 悟
宮坂勝紀

倉田智史
中奥雅巳
宮西正伸

志茂志津代
中嶌 大

・出席率優秀（年間出席率150％以上）会員
※コロナによる出席任意例会が数多かったため2021-2022年度は150％以上とする。
武藤廣茂
233.33％
北河原公敬
200.00％
中嶌 大
200.00％
中奥雅巳
196.30％
宮西正伸
196.30％
清岡義教
188.89％
野末勝宏
181.48％
野﨑隆男
177.78％
堀内眞治
177.78％
多田 実
170.37％
辻本和久
170.37％
谷川千代則 162.96％
弓場裕史
162.96％
冨川 悟
155.56％
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・永年皆出席表彰
中嶌 大
25年
植村将史
20年
多田 実
20年
石野捨男
15年
宮西正伸
15年

2021-2022年度ガバナー賞受賞
・ガバナー賞
「活力ある部門・輝く部門」

2021-2022年度ガバナー賞受賞2部門獲得授与式
谷川会長より中嶌直前会長へ盾
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中嶌直前会長挨拶

結婚・誕生日お祝い

委員会報告
【IAC夏期研修報告】
清岡IA委員長
7/31〜8/3で夏期研修が行われ、当クラブからはインタアクター
が2名参加されました。無事終了し、9/25に地区での報告会・
交流会がありますので、参加された2名、顧問の先生と私でそ
ちらに行ってきます。
8月のIAC例会ですが8/26(金)10:00〜奈良女子大学附属中等教
育学校で行われます。今回私は参加できませんが、参加される
方は私(清岡会員)か事務局までご連絡お願いします。
【米山奨学委員長会議について】
川端米山奨学委員長
8/20に春日ホテルで奈良ブロック、クラブ米山奨学委員長の会議があり出席いたしま
した。その中で当クラブが2022年6月末の奨学金の寄付につきまして2650地区の中で9
番目と好成績でございました。今年度も達成を目指して皆様方によろしくお願いした
いと思います。

幹事報告
・9月25日家族親睦移動例会中止の件
状差し
・例会状況動画サイトご案内（QRコード）
・ハイライトよねやまvol.269
・風の便り
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回覧
・ＩＭ出欠について
・県下RC親睦ゴルフ出欠表

クラブ協議会（卓話形式）
増井委員長
皆さん、ご承知のとおり8月は増強月間です。そのことに伴っ
て国際ロータリーのジェニファー・E・ジョーンズさんからメッ
セージがございますので、先ずはご覧いただきたく存じます。
（メッセージと映像紹介）
本来であれば円卓で討論会をする予定でおりましたが、コロナ
感染拡大により急きょ卓話形式に切り替えております。ついて
は、奈良大宮ロータリークラブから会員増強で地区に出向いた
だいた経験ある宮西さんと市田さんに少しお話をしていただき
ます。

卓 話
会員増強について

市田委員

皆さん、こんばんは。今日はコロナ感染拡大ということで、急きょ卓話のお話を頂戴
いたしまして、地区に出向していた経験を元に少しの時間お話ししてほしいとのご指示
がありましたことから、この場に立たせていただきます。え、市田、地区に出向いって
たん？と思われる方もいらっしゃると思うのですが、実はわたくし、2014年度に当クラ
ブの会員増強委員長をさせていただいたのち、当時、2650地区の増強委員長をされてい
た宮西さんに引き続き、2015年度から2019年度の4年間、地区の会員増強・拡大委員会に
出向させていただいておりました。
5

ご承知のとおり、8月は増強月間ですが、7月から9月にかけては各クラブから多くの卓
話依頼がございまして、委員長に随行したり、または代理で卓話をするといった3か月に
なります。卓話に関しては、まず、国際ロータリーの方向性、地区の方向性、そして各
クラブの考え方、それらに大きなギャップがある場合もございます。
お国柄もありますでしょうし、地域性といった事情もあるわけですが、基本的に地区は
国際ロータリーの方向性にしたがいつつ、そこに地域性にそった多少のアレンジをして
各クラブに伝達する流れとなります。ですから、私もお役で卓話をしながら、ちょっと
自分の考えとは違うんだけどな、とか、うちのクラブでは馴染まないな、と思いながら
お話しさせていただくこともありました。
数年前にロータリアンの職業は問わない、主婦ももちろん立派な職業であり、無職で
も優れた人物であれば入会は可能といった流れや、人物像はさておき、とにかく入会し
ていただいて、そこからロータリアンにふさわしい人物にみんなで育てましょう！とい
われた時期もあり、そこまでして増強が必要なん？と個人的に疑問に感じたことなども
ありましたが、それであっても地区委員の立場として卓話する際には、もっともらしく
説明しなければならないわけです。自クラブの話をいたしますと、よく出てくる話が、
「うちはいいクラブなんです」とか、「入会するならば絶対に奈良大宮ですよ」という
ことで、私自身もその言葉をよく口にします。
地区に出ればよくわかります。派閥やもめ事が絶えず、居心地が悪いだろうな、とい
うクラブを多く見受けます。そうして客観的にみれば、「あー、うちのクラブは本当に
恵まれているんだな」と思うわけです。ただし、それはチャーターメンバーさんや諸先
輩方が守り、築き上られたクラブ風土であり、永久不滅のものではありませんので、次
なる世代がしっかりと継承していく必要があるのだと思います。
さて、新会員を勧誘しようとした場合に、ロータリーって何？という説明をしなけれ
ばなりませんが、そこで、『人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において道徳的基準を
守ることを奨励し、世界に親善と平和の確立に寄与することを目的とした団体』と答え
るのが、たぶん模範説明であると思うのですが、その精神に共感して、「わー、僕も、
私も入りたい！」と思う人がどれだけいるでしょう。ましてコロナ過の現在です。自分
が生活することで精一杯という方も少なくないと思います。こんなことを諸先輩方の前
で話すと後からお叱りを受けるかも知れませんが、コロナ過になって、休会が続き、例
会のない火曜日が寂しい反面、正直、楽だな、と感じる自分もおります。私事になりま
すが、2年前に会社を大阪に移しまして、また遠方への出張も頻繁にあったりして、例会
出席できないことも多いわけですが、やむなく連続欠席した時には、ありがたいことに
数名の方から、「最近、顔見ないけどどうした？忙しい？体調大丈夫？」とお電話をい
ただくんです。そういった人間関係があるからこそ、こんな私でも続けられるのだと思
います。
ロータリーに入会して良かったことはいっぱいあります。より多くの知り合いができ
ました。経営者としての孤独感を和らげられるようになりました。尊敬する人との出会
いがありました。困った時に相談する相手ができました。自身の生業や生活においてプ
ラスになることが多くなります。今の時代、先の理念だけで入会を奨めるのは、なかな
かハードルが高く、個人レベルのメリットは必要不可欠であると思うわけです。
地区では他クラブの成功事例を学びます。例会の頻度を減らしました。メイキャップ
の幅を広げました。入会金や会費を下げるよう諸々の削減をした。など、物理面で取り
組みをされているところもありますが、従来の仕組みを変えずに実施して効果が表れた
事例としては、「将来において入会する可能性のある人材を対象に体験例会を実施した」、
「異業種同好会同好会を立ち上げ会員以外にも参加していただきコミュニケーションを
深めた」、「未来のロータリアンとなる地域の若い学生などの世代と共同で奉仕事業を
した」そういったことで増強に大きな成果を得たクラブが多くありました。自クラブに
合った事例があれば、そこをチョイスすることもよいと思います。ただ、私が一番大切
だと思うことは、常に会員増強をクラブの最優先事項にするということだと思います。
会員が増える、減らないということは、入りたい、やめたくないということであり、そ
れはすなわち魅力あるクラブである証ということになります。週1回の例会に出向くのが
楽しく、奉仕事業に達成感があり、また、例会のみならず日々の交流においてロータリ
アン同士が語り合えるような関係性のあるクラブであること。会員増強を最優先事項に
することは、すなわち、魅力あるクラブづくりをおこなうものである、そのように思い
まして、私のお話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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卓 話
宮西委員

皆さん、こんばんは。今日は欠席者が多いですね。次週は一人の欠席者もなく例会が
できたらな、と思っているんです。といいますのも、次回は南谷さんの卓話があるんで
すね。会計のプロの方ですから、とても役に立つ話でしょうし、楽しい話になると思う
んです。と、それもあるんですけれども、やはり会員卓話なわけです。同じクラブの仲
間が話をするときには、誰一人欠けることのないようにありたいなと思うわけです。そ
ういうところが大事なのかな、会員相互の友情につながったりするんじゃないかなと思
うわけです。
北河原パストガバナーが当時、地区のスローガンで掲げていただいたことをもう一度
ここでご紹介させていただきたいのですが、早いものであれから8年が経ちまして、調べ
ますとここ7年で21名が入会されているんです。ということはクラブの3分の1くらいの方
は北河原さんがガバナーをされていた時のことをご存じないということになりますし、
スローガンをお知りになられません。当時の北河原さんのスローガンは「ロータリーは
心配り」ロータリアンとして接するときは心配りが大事なんですよと。そして奉仕事業
にあたってはさせていただくという謙虚な姿勢。真心をこめて誠心誠意やるんだよ、と
いうことをおっしゃっていました。これは対外的なことでもあり、実は対内的なことで
もありまして、クラブ内でそういうことが出来ていないと、対外的にできるわけがない
じゃないですか。だから、そういうところが大事なのかなと、そういったロータリーの
原点的なところを全員で意識するようにすれば、今よりもっともっと良いクラブになる
のかな、と思うんです。慌てなくても、いいクラブになれば自然と人は集まってくるで
しょうし、退会される方もいなくなる、そのために原点が大事なんだと思います。原点
と申しましたら、今年度の谷川会長が、原点回帰と新たなチャレンジと掲げられていま
す。原点といいますが、わかっているつもりでも相当に意識しないとなかなかにできる
ものではありません。私も一会員として意識して頑張っていきたいと思います。つたな
い話でしたけれど、ご清聴ありがとうございました。
増井委員長
市田さん、宮西さん、お話しありがとうございました。
今年度は目標として10名以上の増強を目標として掲げさせていただいております。
私が会長をさせていただいた時には清岡委員長のもとで12名の会員さんが入会されまし
た。それは前年度や従来から引き継いだ方もおられてのことですが、地域に愛される奉
仕活動を達成した結果が増強につながったものと考えております。ですから、これから
も地域に愛され、そして地域に認められるロータリークラブであり続けると自然と増強
に結びつくように思います。皆さまでぜひ、我がクラブを益々と活性化させて増強につ
なげることをお願い申し上げて本日のクラブ協議会を終わらせていただきます。
本日はありがとうございました。
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ニコニコ箱
谷川千代則君
野﨑隆男 君
金田智仁 君
川端 昇 君
中條章夫 君
中嶌

大

君

増井義久

君

ニコニコ協力

合計 36,000円

累計 518,000円

増井委員長、本日はよろしくお願いします。
会員増強委員会の皆様、第一回クラブ討論会よろしくお願い致します。
山口様、ご結婚記念日おめでとうございます。
本日は弁当注文ありがとうございます。
残暑お見舞申し上げます。コロナもまだ未だ続いていますが睡眠をたく
さん取って乗り切ろう。ニコニコ
暑いですネ。6月が終わりホッとしようと思っていたのに、7月に入って
からのほうが大変なのはどうしたものでしょうか？
本日は会員増強の卓話をさせていただきます。新しい会員のご紹介宜し
くお願い申し上げます。
佐川 肇 君 竹中史郎 君 平方貴之 君
野末勝宏 君 松岡浩治 君

◆例会変更・休会のお知らせ◆
＜奈良西ロータリークラブ＞
・9月 8日（木）休会（定款に基づく）
・9月15日（木）変更 家族移動例会の為、例会場変更（神戸方面）
・9月22日（木）休会（定款に基づく）
・10月13日（木）休会 IM振替
※ビジター受付は行いません
＜やまとまほろばロータリークラブ＞
・9月8日（木）3クラブ合同ガバナー公式訪問の為、時間・例会場変更
（あすかRC・橿原RC・やまとまほろばRC）
例会場：THE KASHIHARA 12:30〜
※ビジター受付は行いません
・9月15日（木）例会場変更 変更前・・あるぼーる 変更後・・あるぼーる小ホール
・9月22日（木）休会（定款第7条1-d）
※ビジター受付は行いません
＜橿原ロータリークラブ＞
・9月9日（金）ガバナー公式訪問合同例会のため、日程変更
→9月8日（木）あすかRC・やまとまほろばRCと合同（ホスト：あすかRC）
※ビジター受付は9月9日（金）12：00〜12：30まで、THE KASHIHARAフロント横にて
行います。
・9月30日（金）RAC・IAC合同夜間例会のため、時間・場所変更
→時間：18:00〜、場所：橿原神宮 養正殿
※ビジター受付は当日12：00〜12：30まで、THE KASHIHARAフロント横にて行います。
・9月16日（金）・9月23日（金・祝）休会（定款8条1−Cによる）
※ビジター受付は致しません。

今後の予定
・9月 6日（火）卓話
卓話講師：東土地家屋調査士事務所 代表 東 良憲 様
タイトル：「土地家屋調査士業務へのドローンの活用」
・9月13日（火）卓話
卓話講師：ＮＰＯ法人 おてらおやつクラブ 代表理事 松島靖朗 様
タイトル：たよってうれしい、たよられてうれしい
~おてらおやつクラブの活動の現場から~
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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

