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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22回12月11日

通算2036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．家族親睦例会

11. お礼の言葉

12．閉会点鐘

例会状況報告

12月6日

通算2035回

◎本日出席者 ４９名

◎本日出席率８３．０５％

11月15日

通算2033回の修正

◎出席率 ９３．３３％

◎補填前欠席者 １０名

◎欠席補填者 ６名

会長の挨拶

【谷川会長】

皆さんこんばんは。皆さん睡眠不足ではないですか？私普段サッカー
はそんなにテレビで見ないですが昨日は3時まで応援してました。負け
てしまい残念でしたが大変盛りあがりました。さて、12月2日に社会奉
仕委員会が中心に年末飲酒運転根絶運動横断幕の点灯式が実施されま
した。非常に寒い日でしたが参加いただいた子供たちも頑張っていた
だきました。サンタに扮していただいた方参加頂いた皆さまありがと
うございました。本日理事会があり、12月のスケジュールと中間決算
報告の件が承認されました。詳しくは理事会議事録でご確認ください。
本日は総会もあり盛沢山となっておりますので本日は以上です。

本日のお客様

社会福祉法人 楽慈会 山城ぬくもりの里顧問 細井恵美子 様
社会福祉法人 楽慈会理事長 森山朋子 様
社会福祉法人 楽慈会グループ本部長 生駒剛志 様
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年次総会

谷川会長：それでは、12月第一週でございますので、年次総会をさせていただきます。
藤井指名委員長、渡邊出席委員長、どうぞこちらの方にお願いします。
ただ今より、奈良大宮ロータリークラブ細則第5条第2節(a)に基づき、年次総会を開催し
ます。クラブ細則第4条第1節(a)により、会長が議長を務めさせて頂きます。それでは、
本日の出席報告を渡邊出席委員長よりお願い致します。

渡邊出席委員長：会員総数68名に対しまして、本日の出席者は
49名となっております。

谷川会長：ありがとうございました。只今のご報告のように定足
数の規定による3分の1以上を満たしておりますので、本日の年次
総会は成立致します。クラブ細則第3条第1節(c)に基づき、11月29
日の例会において藤井指名委員長より次々年度会長および次年度
副会長、幹事、会計、5名の理事、および会場監督候補者が発表さ
れましたが、改めて藤井指名委員長よりご報告をお願い致します。

藤井指名委員長：先週例会に於いて指名委員会より次々年度会長
および次年度理事役員の候補者を発表いたしましたが、本日改め
て発表いたします。名前を呼ばれた方は起立をお願い致します。
≪候補者≫
・次々年度会長 宮西正伸 会員
・次年度副会長 弓場裕史 会員
・次年度幹事 平方貴之 会員
・次年度会計 野末勝宏 会員
・次年度理事 武中洋勝 会員、堀内眞治 会員、

市田富久夫 会員、南谷正仁 会員、
成田和哉 会員

・次年度会場監督 吉田英正 会員
です。それでは、会長、後はよろしくお願いいたします。

谷川会長：ありがとうございました。それでは、ただ今藤井指名委員長より発表されま
した候補者の方々に、異議のある方はおられますでしょうか。なければ皆様の拍手をもっ
て、賛成とさせて頂きます。(拍手承認)
ありがとうございました。これで、この議案は成立致しました。それでは、次々年度会
長に選ばれました宮西正伸さん、一言ご挨拶をお願いいたします。

〈宮西正伸次々年度会長より挨拶〉
改めまして、こんばんは。指名委員会の皆様から次々年度の会長
としてご指名を受けました宮西でございます。人それぞれ人間と
しての器があると思うんですね。私はご存じのように極めてちっ
ぽけな器しか持っておりませんけども、ご指名いただいたからに
は精一杯頑張らせていただきたいと思います。まだ1年半から2年
くらい先の話ですけれども、その節は皆様のご協力を宜しくお願
いいたします。ありがとうございました。

藤井指名委員長：本日無事、理事役員人事が決定しましたので、これをもちまして、
指名委員会を解散致します。いろいろとお世話になり、ありがとうございました。
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谷川会長：続きまして奈良大宮ロータリークラブ細則5条第2節(b)に基づき前年度の財務
報告をお願いしたいと思います。報告は南谷前年度会計にお願いしたいと思います。

〈南谷前年度会計より報告〉
前年度21－22年度の終始決算書は皆さんの状差しに入れさせてい
ただいていると思います。一項目ずつ読む時間はありませんので
またご覧いただくとして、この年度も例会が休みの期間もありま
したので収支予算通り執行出来ていないところもいくつかあると
思いますけどもご了承いただきたいと思います。入金のほうにつ
きましては、国際青少年交換特別基金、ＩＭ開催負担金とうは半
期の集金となっています。諸経費分担金につきましては年度末に
皆さんに返金をさせていただいているというところで、予算額と
変わっております。後は、ご覧いただけたらと思いますので宜し
くお願いいたします。以上です。

谷川会長：続きまして奈良大宮ロータリークラブ細則第11条第2節(c)に基づき監査の報
告をお願いしたいと思います。会計監査人は増井3代前会長にお願いします。
増井会計監査人（増井会員休みのため会長代読）：
前年度収支決算書および会計帳簿等を監査いたしました結果、適正かつ正確であると承
認いたしました。
谷川会長：前年度会計に関しましてご意見ご質問等ございませんでしょうか。無いよう
でしたら拍手でご承認いただきたいと思います。(拍手承認)
ありがとうございました。最後に奈良大宮ロータリークラブ細則第5条第2節(b)に基づき
現年度の中間収支の報告を致します。収支の報告は門脇会計にお願いしたいと思います。
宜しく御願いします。

〈門脇会計より報告〉
中間報告をさせていただきます。状差しに入っておりますが、早
速ですが訂正がございます。1枚目の至2023年11月20日→至2022年
11月20日となります。申し訳ございません。読み上げていく時間
はないので、まず収入の部は、予算額32,010,560円、決算額30,75
4,942円、差異1,255,618円。支出の部は、予算額32,010,560円、
決算額7,225,247円、差異24,785,313円となっております。引きつ
づき会計の方やってまいりますので宜しくお願いいたします。

谷川会長：ありがとうございました。これをもちまして年次総会を終了します。
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入会式

新入会員 古尾憲司さん(顧問：中奥さん)

植原賢治さん(顧問:山口さん)



5

委員会報告

【飲酒運転根絶運動報告】
塚本社会奉仕副委員長

12/2飲酒運転根絶サンタの交通安全横断幕点灯式および広報啓
発活動ならびに交通安全サンタの街頭啓発活動を実施させてい
ただきました。19名のロータリーメンバーに寒い中参加いただ
きありがとうございました。今回サンタに扮していただきまし
た金田さん、稲田さん、向井さん、お疲れ様でございました。
ありがとうございました。

【RLIパートⅡ報告・次年度理事会案内】
平方副幹事

12/4 RLIロータリーリーダーシップ研究会のパートⅡに参加し
てまいりました。前回は会場出席でしたが、今回は出張中のた
めオンラインで参加させていただいきました。年明けにはパー
トⅢがありますので出席してきたいと思います。
次年度理事会のご案内でございます。年次総会から1週間以内に
開催すること、とされておりますので12/11(日)家族親睦例会の
前の15:30～JWマリオットホテルで開催いたしますので、対象の
方はご出席いただきますようお願いいたします。開催案内記事
次第資料等は明日メールにてご案内させていただきますので宜
しくお願いいたします。

【ロータリー読みどころ】
爲則会報雑誌副委員長

ロータリーの友 12月号の読みどころをご紹介いたします。
ロータリーの特別月間で12月は「疾病予防と治療月間」となっ
ています。
そこで、横書きの7ページから15ページに、「ロータリアン！つ
くるめし」というタイトルで特集が組まれております。
13ページまでは各地区自慢の食事を紹介されており、14，15ペー
ジに「シメの一口として「ピンピンコロリは食事から」という
記事が掲載されております。
私たちもそろそろ毎日の食事を考えなければならない年齢になっ
てきました。食の常識も昔と今とでは、随分と考え方も変わっ
ているようです。

例えば、塩分は悪い！とすっかり悪者にされていますが、栄養素としては貴重であり、
あくまで取りすぎがよくないということでして、あのたいへんお元気だった松岡嘉平
治さんは、テーブルに置かれてある塩を手のひらにのせて、ペロリと舐めながら、塩
は栄養素として貴重なんですよ！軍人はみな、ポケットに塩を入れておいて、時々ペ
ロリとしますねん！と言われていたそうです。
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赤ワインはガンを抑制するといいますが、だからといって、毎日ガブのみして良いは
ずはなく、なんでもほどほどに！というのが大切なのでしょうが、特定の食品を集中
的に摂取することのデメリットについては、あまり述べられることはありません。
なにが正解なのかは分かりませんが、15ページに、イマドキの食の常識が掲載されて
おります。
野菜を先に食べるとよいと言いますが、それはなぜか？食後のコーヒーは体によいと
されていますが、そのわけは？果物はいつ食べるのが最適か、など栄養士のコメント
が掲載されております。今月は疾病予防と治療月間ということですので、そのあたり
をご覧いただければと思います。本日は以上です。

【ワイン同好会開催案内】
植村会長エレクト

久しぶりのワイン会を開催したいと思います。日時は1/24(火)
例会終了後19時～マリオットの方に各自移動していただいて、
シニアソムリエの爲則さんご指導のもとワイン会を開催したい
と思いますので、どうぞ奮ってご参加いただきますようお願い
いたします。

幹事報告

・次回例会は12/11 於：JWマリオット17時～
・12/13は振替休会

状差し
・メルボルン国際大会についてのご案内
・12月スケジュール表
・2021-22年度収支決算書(年間)と
監査報告書

・2022-23年度収支決算書(中間)

回覧
・12/11 第1回家族親睦例会出欠表
(本日最終）

・1/24 第1回ワイン同好会
ワイン会出欠表
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卓 話

卓話講師紹介：森山プログラム委員

卓話講師：社会福祉法人楽慈会 山城ぬくもりの里
顧問 細井恵美子氏

演題：『健康に生き抜く！（目指せ110歳）』

ニコニコ箱 合計 74,000円 累計 1,233,000円

谷川千代則君 古尾さん、植原さん、ご入会おめでとうございます。
社会福祉法人楽慈会山城ぬくもりの里顧問 細井恵美子様、本日の卓話よ
ろしくお願いします。来年度のカレンダーと村神様のシールを受付にお
いてますのでご自由にお持ち帰りください。

野﨑隆男 君 本日の卓話講師 社会福祉法人楽慈会山城ぬくもりの里顧問 細井恵美子
先生、卓話よろしくお願い致します。新入会員の古尾憲司さん、
植原賢治さん、ようこそ奈良大宮ロータリークラブへ、入会おめでとう
ございます。今後ともよろしくお願い致します。

稲田正剛 君 古尾さん、植原さん入会おめでとうございます。
竹中史郎 君 前月は結婚記念日のきれいなお花をいただきありがとうございました。

ニコニコ！
中奥雅巳 君 古尾さん、植原さんご入会おめでとうございます。
成田和哉 君 細井様、本日の卓話宜しくお願いいたします。
平方貴之 君 植原さん、古尾さんご入会おめでとうございます。
松岡浩治 君 先週は、次男の結婚に多額のお祝いをいただきありがとうございました。
宮坂勝紀 君 結婚記念日のお祝いお花をありがとうございました。
宮西正伸 君 楽慈会山城ぬくもりの里顧問 細井恵美子様、本日は卓話有り難うござい

ます。
森山斗福 君 細井さん本日の卓話よろしくお願い致します。
山口尚紀 君 古尾さん、植原さん、入会おめでとうございます。
ニコニコ協力 市田富久夫君 潮田悦男 君 城田真平 君 鈴木 譲 君

多田 実 君 塚本 勝 君 堀内眞治 君 南谷正仁 君
渡邊あきの君
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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20日（火）友愛例会

・12月27日（火）休会（年末休み）

・2023年1月3日（火）休会（年始休み）

・ 1月10日（火）友愛例会

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜橿原ロータリークラブ＞
・12月27日（火）～1月3日（火）事務局休局

・2023年1月6日（金）例会変更 新年夜間例会の為、時間変更 →時間：18時～
※ビジター受付は、12:00～12:30までTHE KASHIHARAフロント横にて行います。

・2023年1月13日（金）休会（定款8条1－Cによる）


