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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21回12月6日

通算2035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. 年次総会

12．お礼の言葉

13. 閉会点鐘

例会状況報告

11月29日

通算2034回

◎本日出席者 ５１名

◎本日出席率８５．００％

11月8日

通算2032回の修正

◎出席率 ９８．３０％

◎補填前欠席者 １５名

◎欠席補填者 １４名

会長の挨拶

【谷川会長】

皆さんこんばんは。新型コロナの新規感染者数がまた1000人を超え
る日がでてきております。人の動きも多くなっており、私も土曜日か
ら東京へヤクルトスワローズの優勝感謝の集いに参加してきました。
昨年は開催できなかったのですが今年は1200人規模での開催となりま
した。土曜日に京都から新幹線にのりましたが、京都駅はすごい人で
新幹線のチケットを購入するのに自動券売機で30分も並びました。
こんなに人が多いのは初めての経験でした。なかなかコロナも収束は
しませんがロータリー活動もWITHコロナで行っていければと思ってい
ます。先週で情報集会も終了しました。前回のクラブ討論会と同じく
今後の奉仕活動や、今直面している課題についてご意見いただきまし
た。各班のまとめができましたら皆さんで共有したいと思います。
本日奈良テレビさんと産経新聞さんにご挨拶に行ってきました。奈良
テレビさんでは取材していただき、本日5時30分からの「ゆうドキ」で
放映されるとのことでした。例会中ですから残念ながら観ることがで
きません。本日の卓話は新入会員卓話です。向井さん、金田さんよろ
しくお願いいたします。
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指名委員会

谷川会長：本日、奈良大宮RC細則第3条第1節(ｃ) 指名委員会は、年次総会1週間前の例
会において、次々年度会長および次年度副会長、幹事、会計その他の5人の理事、会場監
督の各候候補者を指名し、その氏名を告知する、となっておりますので藤井指名委員長
より候補者の発表をしていただきます。藤井委員長よろしくお願いいたします。

藤井指名委員長：発表させていただきます。指名委員会の全員総
意で次々年度会長を決めさせていただきました。
お名前をお呼びします。その場でお立ちください。
・2024-2025年度会長 宮西正伸 さん
・2023-2024年度副会長 弓場裕史 さん

会計 野末勝宏 さん
理事 武中洋勝 さん、市田富久夫 さん、

南谷正仁 さん 成田和哉 さん、
堀内眞治 さん

会場監督 吉田英正 さん
の方々が執行候補者となります。どうぞ宜しくお願いいたします。

委員会報告

【IA例会報告】
山口青少年奉仕委員長

11/16にIA例会が行われました。地区
大会の後ということで、中身の詰まっ
た例会でした。次回の例会は12/7、
13：30～開催予定です。参加される方
は、清岡IA委員長か私までご一報いた
だけたらと思いますので宜しくお願い
いたします。

【ロータリー財団年次寄付について】
冨川ロータリー財団委員長

11月は財団月間でございまして、皆さん、
年次寄付にご協力いただきまして本当にあ
りがとうございました。本日は財団月間の
最終日ですが、寄付はまだ終わりではあり
ませんので、まだお済でない方は、出来た
ら12月にお願いしたいと思いますので宜し
くお願いします。

【親睦ゴルフ・家族親睦例会について】
辻本和久親睦活動委員長

・11/19のゴルフコンペでは21名参加いただきました。ありがと
うございました。結果ですが、3位が井口さん、準優勝が谷川会
長、優勝と昨年度の年間の優勝者を決める中嶌杯は菊野さんが取
られました。
・12/11家族親睦例会が開催されます。今のところ67名が参加と
なっておりますが、出来たら80名以上で開催したいと思いますの
で、ぜひご参加のほう宜しくお願いします。
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【ロータリー研究会の報告】
北河原パストガバナー

ロータリー研究会から毎年ゾーン毎にRI会長が来られて開催さ
れております。残念ながら昨年までの3年はオンラインでしか
会長は参加できなかったのですけども、今年は久しぶりに直接
リアルで日本に来られまして開催されました。開催の主催者は
RI理事であります佐藤芳郎さんで、神戸で開催されました。RI
会長のジェニファー・ジョーンズさんとロータリアンであるご
主人、ロータリー財団の理事長イアン・ライズリーさんもご夫
妻で来られておりました。私は20日にまずお昼にメジャードナー
の午餐会というのがありまして、これはメジャードナーの方や
AKS（アーチ・クランフ・ソサエティ）に入っておられる方々
を対象にしたものです。これにもちろんRI会長さんだとか出ら
れているわけですけど、財団の方ももちろん来られています。

そこにはうちの地区からは、ロータリー日本財団の理事でもある千玄室さんが出席
をされておりました。次の日に研究会が始まったわけですけども、その研究会の前に
前夜祭がありまして、RI会長の歓迎晩餐会なのですが480名くらいの方が参加されて
おりました。全国のガバナーはパートナーと一緒に、パストガバナー、ガバナーエレ
クト、ガバナーノミニーの方々もパートナーを伴って参加される方、一人で参加とい
う方もあるのですけども、今年はそれに加えて希望者ということで、ガバナー補佐や
地区の委員長という方も参加できるということで、うちの地区からはロータリー研究
会には27名参加されておりました。メジャードナーの午餐会には16名参加されており
ました。そこでジェニファー・ジョーンズさんと私は幸いにも直接お話をすることが
出来まして、ちょっと挨拶もかねて話をさせていただきました。私がガバナーをいた
しました年度のRI会長が台湾の方でゲイリーC.K.ホワンという方だったんですけども、
その話をジェニファー・ジョーンズさんにさせてもらいましたら、本当かどうかそこ
らへんは疑わしいんですけども、仏の精神とロータリーの奉仕の精神について話をさ
れたいうことをとゲイリーC.K.ホワンさんから聞いています、と言われたんですね。
本当に聞いておられるのか分からないですけども、しかしそういうふうに言われたん
で、ちょっと私も驚きました。多分あの方は、それ以外の言動や行動を見ていますと、
他者にたいしてすごく心遣いをされる、他者の立場に立ってというか、そうゆうよう
なことを私は感じました。もう一つこれは微笑ましい話なんですが、夜の懇親会でジェ
ニファー・ジョーンズさんはダンスをされたんですね。いろんな方と、もちろんパー
トナーもおられるんですけども、たまたまうちの地区から出席しておりました職業奉
仕の委員長、大津東クラブの方なんですが、この方がお茶もやっておられるので和装
で来られていたんですね。羽織袴で出席されていたのですが、この方が大学時代ダン
スクラブにいたそうで、なんとジェニファー・ジョーンズさんとダンスをしたんです。
死に土産になったとか言われてましたけども。とにかくダンスをしてちゃんとパート
ナーをして、ジェニファー・ジョーンズさんがクルクルっと回ったりされまして、す
ごい会場が盛り上がって和やかな状況だったという感じでした。

それからもう一つお伝えしたいのはロータリーカードのことですが、うちのクラブ
は今回話にでていますが、その関係の話をされてまして、私はロータリーカードを持っ
てるんですけども、ロータリーカードで購入したり支払ったりしますとポイントが付
いてきます。そのポイントが貯まりますと財団の寄付にまわすことができます。我々
としては、ここで年次寄付やら特別寄付やらしてますけども、それにプラスで貯まっ
たポイントが寄付されていきますから、すごく有効でいいんじゃないかな、と思いま
すので、クラブばかりじゃなくて個人でもロータリーカードをされるといいのかなと
いうふうに思います。

それから、これは研究会とは別の話ですが、うちのクラブは東京恵比寿ＲＣと友好
締結していますが恵比寿ＲＣに谷静子さんという高齢の会員の方がおられたんですが、
この方が亡くなられて今年で2年たつということで、実は今月その方の3回忌を迎えて
偲ぶ会というのが東京で開かれました。その方は会社を3つほどやっておられたんで
すが、会社の代表者と私と司葉子さんとが発起人ということで偲ぶ会をすると言われ
まして、私そのために東京に行ったわけなんですけども、もちろん色々なロータリア
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ン、恵比寿クラブのロータリアンもたくさん出てましたけども、経済界、有名人の方も
たくさん来られてまして140名くらいの方がホテルオークラに集まりました。谷さんとい
う方は、ご存じの方はお分かりかもしれませんが、非常にご高齢にもかかわらず元気な
姿で私たちと一緒にロータリー活動をしていただきましたし、また心配りのある方であ
りましたんですけども、ちょっとそういうことが恵比寿クラブとの関係であったという
ことだけご報告させていただきます。ありがとうございました。

慶弔 松岡会員ご子息結婚御祝金授与

2021-22年度財団寄付 バナー・感謝状

幹事報告

回覧
・12/2 飲酒運転根絶運動出欠
・12/11 家族親睦例会出欠
・5/27-31 メルボルン国際大会出欠

新入会員卓話

向井克隆会員
金田智仁会員
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第１回親睦ゴルフコンペ

11月19日土曜日
第1回親睦ゴルフコンペが
美加ノ原カンツリークラブで
開催されました。

優 勝 菊野会員
準優勝 谷川会長
第3位 井口会員

中嶌杯 優勝 菊野会員

奈良テレビ放送、産経新聞奈良支局へ訪問

訪問日：11月29日火曜日

飲酒運転撲滅運動
12月2日金曜日
場所 奈良警察署
「飲酒運転撲滅運動」交
通安全サンタの横断幕点
灯式が行われ、こまどり
保育園の園児さんを迎え
交通安全サンタの横断幕
点灯式と、交通安全を願っ
たお手紙とお歌を披露し
てもらった後、サンタと
なったメンバーと一緒に
奈良駅前で飲酒運転根絶
の啓発活動を行いました。
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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

・12月11日（日）家族親睦例会 於：JWマリオットホテル奈良

・12月13日（火）例会日振替（休み）

・12月20日（火）友愛例会

・12月27日（火）休会（年末休み）

ニコニコ箱 合計 71,000円 累計 1,159,000円

谷川千代則君 向井さん、金田さん、本日の卓話よろしくお願いします。
野﨑隆男 君 本日の新入会員卓話の向井克隆会員、金田智仁会員、卓話楽しみにして

おります。
堀内眞治 君 向井さん、金田さん、本日の卓話楽しみにしています。
北河原公敬君 過日高円宮憲仁親王親王殿下の20年式年祭に出席し、拝礼をさせていた

だきました。亡くなられて早いもので20年が経ちました。ご生前のお姿
をお偲び申し上げました。

稲田正剛 君 金田さん、向井さん、本日の卓話楽しみにしてます。
楠原忠夫 君 向井さん、金田さん、新会員卓話ご苦労さんです。又、森山さん、

らくじ会グループ20周年おめでとうございます。
倉田智史 君 向井さん、金田さん、本日の卓話楽しみにしています。

よろしくお願いします。
佐川 肇 君 11月18日に傘寿を迎えました。まだしばらくは元気でいけそうです。

新年の賀状を失礼しますのでよろしくお願いします。
辻本和久 君 金田さん、向井さん、新入会員卓話楽しみにしております。
成田和哉 君 結婚記念日の素敵はお花をいただきまして誠にありがとうございました。
平野貞治 君 長い間、欠席しまして申訳ありません。
宮西正伸 君 向井さん、金田さん、本日の卓話有り難うございます。
森山斗福 君 らくじ会グループ 20周年記念大会に多数のご参加誠にありがとうござ

います。
ニコニコ協力 岡﨑真人 君 菊野和洋 君 城田真平 君 中奥雅巳 君

中嶌 大 君 平方貴之 君 藤井正勝 君

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜橿原ロータリークラブ＞
・12月9日（金）望年親睦家族会の為、時間・場所変更

時間：18時～ 場所：W大阪

・12月16日（金）・12月30日（金）（定款8条1－Cによる）休会
※ビジター受付は致しません。

＜奈良ロータリークラブ＞
・12月22日（木）16：00～17：00 忘年家族会の為、例会変更
※ビジター受付は、12月22日（木）12：00～12：30 まで奈良ホテルにて行います。


