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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28回2月14日

通算2041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

2月7日

通算2040回

◎本日出席者 ５１名

◎本日出席率８６．４４％

1月24日

通算2039回の修正

◎出席率 ９１．６６％

◎補填前欠席者 １０名

◎欠席補填者 ５名

会長の挨拶

【谷川会長】

皆さんこんばんは。2月1日より社会奉仕事業として継続している献
血推進事業が始まり本日まで実施いたしました。水野委員長、社会奉
仕委員会の皆さまお疲れ様でした。通常一日40名ぐらいの献血数です
が、この期間は50～60名の献血があり、献血センターの方からも喜ん
でいただけました。3月6日にはマリオットホテルさんにもご協力いた
だき献血車での献血を実施いたします。皆さんご協力お願いいたしま
す。昨日インターアクトクラブの例会に参加してきました。昨日は欠
席者もあり、4名と少人数でしたが、活動報告や、今後の活動計画につ
いて話し合われました。次々年度にはインターアクト地区大会のホス
トクラブとなるため会員増強にも力を入れ、来年度は25名の入会が決
まっていると嬉しい報告もありました。

本日のお客様

・奈良警察署交通第一課交通企画係長 北川真也 様
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委員会報告

【ロータリーの友読みどころ】
中奥会報雑誌委員

2月号ロータリーの読みどころをご紹介いたします。
2月は平和構築と紛争予防月間です。世界には戦争や紛争が起こっ
ている地域がいくつもあります。そのような状況を伝えるために
報道写真家として活動されている千葉康由(ちばやすよし)さんの
インタビュー記事で写真と各地の状況が横書きの8ページから19ペー
ジまで掲載されております。少し残虐で生生しい様子もあります
が、写真と文章と合わせてみると様子がよくわりますので是非ご
覧いただければ、と思います。次に縦書きの9ページから12ページ
に「この人訪ねて」として、奈良ロータリークラブの菊一文珠四
郎包永(きくいちもんじゅしろうかねなが)社長、柳澤育代さんの

掲載記事がございます。柳澤さんは、お知り合いやご友人の方もたくさんいらっしゃ
ると思いますので、ご案内しておきます。次に SNS の方からのご紹介ですが、Faceb
ook をご利用されている会員の方もたくさんいらっしゃると思います。私たちのクラ
ブも広報・IT 委員会が毎回の例会状況や奉仕事業等の出来事について投稿いただい
ておりますが、Facebook には「ロータリーの友」の公式ページもございます。詳し
い内容までは掲載されておりませんが、みどころとしてのご紹介もされておりますの
で、こちらでご案内しておきます。本日は以上です。

中嶌直前会長より渡邊あきの会員にご結婚御祝

本日理事会を開催いたしましたので簡単にご報告いたします。職業分類委員会より職
業分類表の変更について申請され承認いたしました。大分類医術を医療・福祉に、小分
類に障害福祉を追加いたしました。それに伴い、増井会員の職業分類変更についても承
認されました。
2月～3月に開催致します第2回情報集会、3月26日計画している家族親睦例会、4月13日に
計画している青少年奉仕事業についても承認されました。青少年奉仕事業では、J3に昇
格しました奈良クラブによる少年サッカー教室を予定しております。詳細決まりました
ら委員会よりご案内いたします。詳しくは議事録でご確認お願いいたします。
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【職業奉仕講演会、見学会について】
宮坂職業奉仕委員長

・2/19京都で行われます地区の講演会に多数の方に登録をいただ
きまして、この場を借りましてお礼申し上げます。
・状差しに入れておりますが3/11に職業奉仕見学会を予定してお
ります。これは職業奉仕の理念に基づいて、職業上の高い理念、
論理、基準を持つこと、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識
すること、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を
高潔なものとすること、この3点が挙げられていますが、今回それ
に基づいて企業経営に道徳教育そして三方よしの経営をなさって
ます企業様を訪問して経営観、人生観を学びたいと思っておりま
す。この中にはご存じの方も沢山いらっしゃるかと思いますが橿
原市の佐藤薬品工業㈱様に訪問し、代表取締役会長 佐藤進様より
講話をいただく予定です。今日から回覧を回しておりますので、
多数のご参加いただけますようによろしくお願い致します。

【未来計画委員会、第2回情報集会について】
堀内副会長

・本日状差しに未来計画委員会からのアンケートのご案内をして
おります。これは4年前に髙野さんが委員長の時に出されたアンケー
トと全く同じものなのですが、この4年間色んなことがありまして
新入会員の方もたくさん増えましたので、今の状況を把握したい
と思っております。また結果の方は皆さんにお知らせしますので
よろしくお願い致します。
・第2回の情報集会についてですが、これも本日状差しに入れてお
りますので皆さんご調整の上出席の方よろしくお願い致します。
今回のテーマは「ロータリーについて語ろう」ということで、こ
ちらも新入会員の方が多いと思いますので、ロータリーのルール
について色んな質問等ありましたら、この機会にお聞きいただけ
ればと思いますので宜しくお願いします。

【IAからの報告、連絡】
清岡IA委員長

・2/5に京都で開催されましたIAスポンサークラブ、IA委員長なら
びにIAC顧問会議に出席してまいりました。会議ではIAの上半期の
振り返りがあり、その後4グループに分かれましてインターアクター
と顧問の先生そしてロータリアンで次年度に向けてどのようなこ
とをやっていけば良いのかといったディスカッションを行いまし
た。特にこの3年は海外の活動ということを中心にプログラムが組
まれていたのですが国内に今は限定されております。インターア
クターや顧問の先生の率直な意見を聞いたところでございますが、
やはりインターアクターの皆さんは海外に奉仕をしたい、といっ
た思いがかなりありまして、その話が具体的にあがり次年度次々

年度に向けたＩＡ地区委員会の方でも採用していきたい、といった話になりました。
・2/4 IA例会に参加してまいりました。こちらでは、インターアクター自身もイベン
トを行うにあたっての集客の難しさがテーマになりまして、もともと行う予定でいた
イベントが中止になり、これに対しての反省と次回に向けた取り組みの話をさせてい
ただきました。
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次年度のIACはAYF（アジアの国々での活動）のスポンサークラブとなり、次々年度は
IA地区大会のスポンサーとなりますので、人数もかなり必要になるというところから、
次年度は2学年からIACの募集を行っていただきまして12名×2の24名の方の内定が決
まったということで、次年度にむけてIACの人数も増えより積極的に活動できる環境
を整えますので、是非皆様ご協力宜しくお願い致します。
・次回のIAの例会は3/11(土)でございます。こちらは職業奉仕見学会と被っておりま
す。
この日がゾーン別のIAの会議が予定されておりまして奈良女子大学附属中等教育学校
での開催となっております。その日はインターアクターも参加しますので、その日の
午前中にIA例会、午後にゾーン別の会議を行うという流れになりましたので、私のみ
が出席となると思いますがどうぞよろしくお願い致します。

【献血活動】
水野社会奉仕委員長

2/1～2/7まで献血活動をさせていただきました。血液センターは
通常毎日35人位の方が献血をされているのですが、今回について
は55人～65人位の方が献血に来られました。会員の方からの献血
は年齢等の理由があり献血できなかったり、事前の告知時間があ
まりなく周知してもらうことができなかったのも委員会として反
省しております。ただたくさんの方にご来場いただきましてあり
がとうございました。3月はマリオットの方で献血活動させていた
だきます。こちらについては誘導等の人員がかなり必要になるか
と思いますので、また改めてご案内をさせていただきますので是
非ともご協力のほど宜しくお願い致します。

幹事報告

状差し
・ロータリーの友2月号、ガバナー月信2月号、2月のスケジュール表
2回情報集会班別表、未来アンケート、職業奉仕会社見学会のご案内

回覧
・2/14 新入会員歓迎会出欠表
・3/11 職業奉仕見学会
・3/14 東京恵比寿RCのみなさんと行くバスツアー出欠表
・3/16 今西清悟様「お別れ会」のご案内
・4/13 鴟尾の会ゴルフ大会 出欠表
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ニコニコ箱 合計 53,000円 累計 1,742,000円

谷川千代則君 奈良警察署交通第一課係長 北川真也様、本日の卓話よろしくお願い
します。

野﨑隆男 君 奈良県奈良警察署交通第一課交通企画係長・警部補 北川真也様、本日の
卓話よろしくお願い致します。

中嶌 大 君 またしても大切な人が逝ってしまいました。楠木さんには、ロータリー
の基本的で大切なことを沢山教えていただきました。仕事に関しては、
大変なことをお願いしても、本当に気安く引き受けていただきました。
本当に心から信頼でき頼りになるよき兄貴でありました。退会されてか
ら何度か手術をされ車いすの生活となられましたが、毎日リハビリに励
んでおられたのに本当に残念です。ご冥福をお祈り申し上げます。

楠原忠夫 君 髙野さん、先日は大変お世話になりました。ありがとうございます。
塚本 勝 君 結婚記念25周年、お花ありがとうございました。
中嶌 大 君 渡邊さん、忘れていました。ごめんなさい。
弓場裕史 君 本日は北川真也警部補、卓話よろしくお願い申し上げます。
ニコニコ協力 竹中史郎 君 野末勝宏 君 藤井正勝 君 堀内眞治 君

松岡浩治 君 武藤廣茂 君

卓 話

卓話講師紹介：プログラム委員会 弓場委員

卓話講師：奈良県奈良警察署 交通第一課交通企画係長
警部補 北川真也氏

演題：「今さら聞けない自転車の話」
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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

・2月21日（火）卓話 卓話者：有限会社コウベウッド代表取締役 うみの樹祢 様
卓話タイトル：生きる力

・2月28日（火）後期活動方針発表 クラブ協議会（例会後）

◆例会変更・休会のお知らせ◆

＜平城京ロータリクラブ＞
・2月23日（木）休会 定款第7条第1節(d)による休会
※ビジター受付は行いません。

＜桜井ロータリクラブ＞
・例会変更日：（変更前）2月14日（火）12時30分～

会場：橿原オークホテル
（変更後）2月16日（木）15時00分～
会場：JWマリオットホテル奈良 2階 吉野の間

（奈良東ロータリークラブ・平城京ロータリークラブとの合同例会により）
※ビジター受付はいたしません。


