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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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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14回10月11日

通算2028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．卓話

11．お礼の言葉

12. 閉会点鐘

例会状況報告

10月4日

通算2027回

◎本日出席者 ５１名

◎本日出席率８７．９３％

9月13日

通算2024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。理事会が長引きバタバタして申し訳ございませ
ん。新型コロナの新規感染者数も昨日は110名とかなり減少してきまし
た。まだ油断できませんがこのまま減少してくれることを望んでいま
す。本日より通常例会の形に戻しての開催となりますのでよろしくお
願いいたします。私事ですがヤクルトスワローズが優勝の瞬間を神宮
球場で多くのヤクルトファンと感動を共有できたことに大変喜んでお
ります。

本日理事会がございましたので報告させていただきます。まず今月
は米山月間ですが米山奨学金の特別寄付を一人当たり昨年と同額の
22,000円と決めさせていただきました。ご協力よろしくお願いいたし
ます。また10月24日は世界ポリオデーでございます。本日より募金箱
を設置しておりますのでご協力お願いいたします。なお、地区のポリ
を募金額の目標は一人当たり30ドルです。年会費で2000円のご協力い
ただいておりますので、募金箱には2000円でご協力いただきたくこと
も決定いたしました。あと新大宮駅前の花壇の管理についても審議い
たしました。

本日のお客様

・奈良まほろばソムリエ 藤井哲子 様
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2年前に社会奉仕委員会中心に新大宮駅前に立派な花壇を造り、その管理についても奈
良大宮ロータリークラブが責任を持つことになっております。残念ながら現状あまり管
理ができていない状況です。今後の管理について今年度社会奉仕委員会中心にスケジュー
ル作成に取り組んでいただきます。皆様またご協力よろしくお願いいたします。最後に
なりますが、10月1日土曜日に鴟尾の会及び、県下ロータリークラブの会長・幹事会議
が開催されました。その中で10月15日開催のIMのホストクラブである奈良ロータリーク
ラブより多数の登録に対してのお礼と懇親会はコロナを考慮して着座で実施するとの案
内がありました。登録している皆様ご出席よろしくお願いいたします。

委員会報告

【ロータリーの友読みどころ】
爲則会報雑誌副委員長

ロータリーの友 10月号の読みどころをご紹介いたします。
10月7日から1週間は、「ロータリー学友参加推進週間」です。
さらに10月は米山月間ということで、横書きの7ページから1
3ページまでは、それら関連特集が掲載されております。
さらに10月の24日は世界ポリオデーとなっています。
最近、アメリカニューヨーク州でワクチン由来ポリオウィル
ス2型が検出されたとのニュースがございましたが、イギリ
ス・ロンドンでも複数の環境サンプルからウィルス分離株が
検出されたとの報告があり、これはポリオが世界のどこかに

存在する限り、どこの国においても脅威になり得ることを示しているということだ
と思います。ポリオ根絶まであとわずかとされるなかで、もうポリオはいいのでは
ないかとの声があるということも耳にするなか、「今こそ根絶に向けて全力で行動
する時である」という、先日のガバナー公式訪問の際に尾賀ガバナーがおっしゃら
れたとおりであることを実感いたしました。あと、表紙についての説明が掲載され
ておりましたのでご紹介させていただきます。今年度は多才な障害者アートで表紙
を飾られるとのことであり、今月号は足利孝宏さんという方の作品となっています。
これは「こころのコーヒーミルくん」というタイトル作品で、
・ぐるぐる ぐるぐる 回します
・いやなことを削ります
・こわい夢を削ります
という意味合いから描かれているようです。
ふだん、あまり意識することはないのですが、描かれている意味合いを知り、詩的
な表現の豊かさに驚かされたという印象を受けました。本日は以上です。

【米山奨学特別寄付について】
川端米山委員長

米山奨学会の特別寄付のお願いです。毎年10月は米山月間で、
本日状差しに封筒を入れています。金額は理事会で決定し
22,000円以上ということで、それ以上でしたらいくらでも結
構です。今月末まで、受付で皆様のお預かりをさせていただ
きますのでどうかよろしくお願いします。
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【地域別職業奉仕担当者懇談会報告】
宮坂職業奉仕委員長

9/24地域別職業奉仕担当者懇談会に参加してまいりました。
武藤ガバナー補佐、甲村ガバナー補佐の出席を仰ぎ、地区か
ら委員長、副委員長、奈良地域の各クラブより11名の参加で
職業奉仕活動に関する情報交換、意見交換をさせていただき
ました。地区の方からは、7/24の第1回クラブ職業奉仕担当
者研修会の時のアンケートの分析の報告もあり、そこでも委
員長が仰っていたのですが、昨年の地区職業奉仕講演会の時
に、地区96クラブあるうち、登録が0のクラブが13あり残念
なかたちとなったので、今年度、来年2/19地域職業奉仕講演
会が京都にてハイブリッド形式で行われるので多数の登録を
お願いしたい。特に入会5年未満の若い方に、職業奉仕とい
うものに理解を得たいというところで多くの参加をお願いし
ます。というお願いがございましたので、重ねて私の方から
も来年2/19、またご案内をさせていただきますので、その折
にはよろしくお願いいたします。

【インターアクト夏期研修報告会について】
清岡IA委員長

9/25インターアクト夏期研修報告会並びに交流会に参加して
まいりました。当IACからは研修に参加された2名、顧問の先
生の参加となりました。今回7/31～8/3の3泊4日で行われた
夏期研修ですが、鹿児島の2730地区のインターアクターとの
交流、及び、屋久島での大自然の中から得た生かされている
自分たちについての報告を、各参加されたインターアクター
からなされました。当日の参加報告書はこちらにありますの
で、また皆様の方にまわさせていただきます。特にIAの皆様
の思い出が書いてありますので、ご覧いただきたいと思いま
す。次回のIA例会は10/19水曜日、16：15～、奈良女子大学
附属中等教育学校の校舎で行われますので、皆様のご参加よ
ろしくお願いいたします。
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幹事報告

・10/15 IM開催

回覧
・ポリオ募金箱
・ロータリーの友創刊70周年
・俳句コンテスト開催のお知らせ(各自申込)

状差し
・米山奨学会特別寄付封筒
・ガバナー月信10月号・ロータリーの友10月号
・10月スケジュール表・風の便り通刊96号
・米山豆辞典

RLIパート1 修了証授与

【平方会員】
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卓話講師紹介

【大塩プログラム委員】

卓 話

卓話講師：奈良まほろばソムリエ 藤井哲子氏
演題：『西日差す本堂 法悦の時 円成寺』
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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

・10月18日（火）クラブ討論会（国際奉仕担当）
・10月25日（火）卓話 米山奨学生 羅 一采 さん

結婚・誕生お祝い

ニコニコ箱 合計 93,000円 累計 839,000円

谷川千代則君 奈良まほろばソムリエ藤井様、本日の卓話よろしくお願いします。
ヤクルトスワローズ優勝でニコニコ

野﨑隆男 君 本日の卓話講師の藤井様、よろしくお願い致します。
武藤廣茂 君 八人会の皆様、先週は大変お世話になりました。お蔭様で楽しい二日間

でした。
市田富久夫君 野﨑さん、この度はおめでとうございます。また、ありがとうございま

した。
今西栄策 君 キリンのクラフトビールの処分販売の件では皆様に多数ご協力頂きあり

がとうございました。
吉田栄作 君 ①先日、コロナ陽性者の見舞金をクラブより頂き有難うございました。

自宅療養期間よりも、2週目、3週目の方が咳がひどかったです。
②谷川会長、スワローズのリーグ優勝と村上選手の56号HR記録おめでと
うございます。

ニコニコ協力 石野捨男 君 岡﨑真人 君 菊野和洋 君 竹中史郎 君
田村英樹 君 塚本 勝 君 辻本和弘 君 中奥雅巳 君
成田和哉 君 野末勝宏 君 堀内眞治 君 松岡浩治 君
水野憲治 君 南谷正仁 君 宮坂勝紀 君 宮西正伸 君
森山斗福 君 弓場裕史 君

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜五條ロータリークラブ＞
・10月12日（水）は10月15日（土）ＩＭに変更
・10月19日（水）休会 定款第7条第1節d
※いずれもビジター受付は行いません。

＜橿原ロータリークラブ＞
・10月14日（金）例会変更→10月15日（土）第5組IMに振り替え
※ビジター受付は10月14日（金）12:00～12:30まで、THE KASHIHARAフロント横にて

行います。
・10月21日（金）休会（定款8条1－Cによる）
※ビジター受付は行いません。

＜やまと西和ロータリークラブ＞
・10月18日（火）例会日時場所変更 10月15日（土）13時～ IM ホテル奈良日航
・10月25日（火）例会方法変更ハイブリッド方式（ZOOM・リアル）

PM1：00～やわらぎ会館 小会議室1
・11月8日・15日・29日（火）例会方法変更ハイブリッド方式

PM1：00～やわらぎ会館3F研修室 29日は場所未定
・11月1日・22日（火）（定款第8条第1節-C）年間予定休会
・12月6日・13日・20日（火）例会方法変更ハイブリッド方式

PM1：00～やわらぎ会館3F研修室 20日は場所未定
・12月27日（火）（定款第8条第1節-C）年間予定休会
※いずれもビジター受付は行いません。


