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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２００９～１０年度
  第２６５０地区のテーマ
『育てよう人』
  国際ロータリー第２６５０地区
  ガバナー　富田謙三
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第47回 6月29日 
通算1512回

第46回 6月22日 
通算1511回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1511回　
●会員数         　70名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 54名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 85.7％

1509回の修正　
●会員数         　70名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 62名
●補填者数　　　　 16名
●出席率　　　　 93.9％

会長報告
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例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「奈良大宮ＲＣの歌」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.友愛例会
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２００９－２０１０／４７
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まず１点目。現在色々と問題になっております宮崎県の口蹄疫について地区から１００万円
を寄付したということで、報告を受けております。これは地区の方で一括してやっておりま
すので、皆様方には徴収致しませんが、そういうことです。
それと２点目ですが、この６月の８日、９日だったと思いますが、この奈良ホテルで本因坊
戦が開催されたということです。羽根本因坊と山下天元の息詰まる一戦があったようで、こ
れは奈良ホテルの１００周年、また遷都１３００年を記念致しまして当ホテルで実施された
ということです。その時に奈良ホテルでこういう扇子を作られたそうです。これを皆さんに、
奈良ホテルの方からプレゼントさせて頂きます、ということです。これは、次週友愛例会に
出席された方のみにお配りすることになっておりますので、是非とも欠席なさいません様に。
数はあるそうですが、欠席者には当たらないということで宜しくお願いします。
それと本日はこの後クラブ協議会を実施させて頂きます。本年度の各委員会の実績報告とい
うことで、締めくくり報告を頂きます。今回は進行役を各常任委員長の方からその担当する
委員会の報告をして頂きたいと思いますので、常任委員長は宜しくお願いしたいと思います。
会員組織常任委員会から奉仕プロジェクト常任委員会、ロータリー財団常任委員会、クラブ
広報常任委員会、クラブ管理常任委員会、最後はＳＡＡという順番でご報告頂きたいと思い
ます。

委員会報告
宮西次年度親睦活動委員長
次年度親睦活動委員会からご報告とご案内をさせて頂きます。７月６日、次年度最初の例会
になりますが、これは友愛例会になっておりますが、この例会終了後、平方さんのご結婚祝
い、それと先日ご入会されました小川さんのご入会お祝ということで、ミニ親睦会を企画し
ております。例会終了後にこの場所でそのままさせて頂きます。参加費はお一人２０００円
ですが、お一人でも多くのご参加をお願いします。後ほどご出欠の表を回させて頂きます。

クラブ協議会

ご結婚お祝
・松岡弘樹　会員（ご子息）

次週の例会
7月6日　友愛例会
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ニコニコ箱　本日計 13,000円　累計　2,854,500円

金星　昇　君　誕生日のお祝いありがとうございました。お陰様で76才。健康に恵まれて感謝、感謝の毎日です。
宮西正伸　君　野﨑さん、先日は有り難うございました。
橋本和典　君　先日義父の米寿と私の還暦祝いで、日光、軽井沢、箱根のクラッシックホテルを満喫してきました。和魂

洋才の粋を凝らした芸術品の様なホテルでした。冨嶽の好きな岳父さん残念でした。義理でもエエのにネ！！
白寿古希の楽しみにしましょ！

クラブ協議会
（司会：冨川会長）
それでは只今から本年度最終のクラブ協議会を始めたいと思います。先程も本日は各常任委員会の皆さんの進行で進めて
頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
＜矢追会員組織常任委員長＞
先程冨川会長から説明がありました通り概況報告の通り報告させて頂きたいと思います。
高木会員選考委員長
概況報告にあります通り今年度のテーマは「育てよう、人」で、当クラブのテーマは「育てる」です。両テーマを受けま
して、会員選考に当たりましては優れたロータリアンに成長できるであろう、育て甲斐のある人を選考すべく努力したい
と考えておりました。ロータリークラブでは常に会員増強について質か量かで議論されますが、同議論は二律背反の問題
ではなく、重点を何れに置くかということであると理解し、量より質に重点を置いて選考に当たりたいと考えておりまし
た。そういう観点に立ちまして、当委員会では理事会、会員増強委員会、職業分類委員会と情報交換を密にして、遺憾の
ない委員会活動をしたいと考えておりました。その結果、会員増強委員会宮西委員長はじめ、委員の皆さんのご助力によ
りまして、今年度は５名の会員選考をさせて頂く機会を得ました。更に、その５名の内、新しい職業分類ということで、
新設を頂きました。職業分類委員会の皆さんのお計らいで新しい職業分類ができました。そういうことで本年度は５名の
選考をさせて頂きました。
宮西会員増強委員長
今年５名入会されたということですが、若手の会員様を中心に働きかけ、その内から出てきた話もあった訳ですが、会員
増強委員会が本来しなければならない、会員全員で仲間を増やすんだ、という認識を高めたいと思っておりましたが、そ
れについては反省が残った所です。各委員会と連携をとって情報収集を、とも思っておりましたが、どうもそれもいま一
つうまくいかなかったような気がしております。しかし、退会防止については、より皆さんが集まる機会が多くなる、ま
たもっといろんな方が皆さんの前で発言できる機会が増えれば良いな、と感じまして、その事につきましては次年度の親
睦委員会の方に引き継ぎたいと思います。
中井職業分類委員長
いま高木会員よりお話がありましたように、今年の職業分類は忙しゅうございました。５名のご入会の内、４名の新設が
ありました。１名は前の通りで、電信電話事業の坂井さん（はそのままの職業分類ですが）、あとの４名の方は新設させ
て頂いております。コンピュータシステム、水道工事、美術印刷、携帯電話販売と4つの新設をさせて頂きました。
飯田ロータリー情報委員長
今年度の実施事項につきましては、５名の新入会員の方にオリエンテーションを行いました。
既存会員の為の冊子「わかりやすいロータリー」という小冊子を全員に配布致しました。
地区実行委員会のアンケートに、多田副委員長さんに担当頂き協力致しました。
ロータリーミニ情報として毎月１回、合計１１回になりましたが、クラブの歴史、ロータリーの考え方等を紹介し、週報
に記録をして頂きました。規定審議会の情報を例会や週報で報告致しました。
引き継ぎ事項としましては、今年４月の規定審議会での改正を受けまして次年度にクラブの定款・細則の改正が必要とな
りますが、その作業は次年度の担当の方にバトンタッチ致します。宜しくお願い致します。
＜潮田奉仕プロジェクト常任委員長＞（欠席の為、代理：冨川会長）
有井職業奉仕委員長（欠席の為、代理：西口副委員長）
委員長が間に合われなかったので、急ですが、代理で報告させて頂きます。職業奉仕委員会では今年度職業奉仕月間の卓
話と、新世代委員会との共同事業をやっております。
「4つのテスト」を理解して頂くように運動するということと、最後にまだ完成しておりませんが、先日来皆さんに原稿を
送って頂きました職業奉仕実践集「なりわい」を冊子に纏める準備をしております。また発行しましたら、皆さんにご覧
いただければ、と思います。
髙野社会奉仕委員長
計画と致しましては４つ程挙げておりましたが、交通安全運動への参加ということで去年の秋と今年の春の決起大会に参
加させて頂きました。献血運動に関しましては昨年の１１月９日、奈良駅前で活動させて頂きました。
毎年恒例になっております会員及び家族の健康診断も今年の春に事業をしております。
それと大宮地区界隈の奉仕活動ということで、佐保川の清掃をやりたいと今年は思っておりましたが、残念ながら佐保川
の清掃は毎年５月第３日曜日と決まっておりまして、今年の場合は５月１６日でした。５月１５・１６日は平城宮跡での
記念例会がありまして、こちらの方は見送りをさせて頂きました。
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計画には挙げておりませんでしたが、東大寺の植樹も継続するということで、今年もさせて頂きまして、１月２３日に皆
さんにご協力を頂き、奉仕活動を行っております。
それと、地域が行う事業に対する協力ということで、平城遷都1300年祭記念事業というのを挙げさせて頂きますが、こち
らはまだ継続事業ということで、今年の１１月迄続けて行きたいと思います。また１１月に全て終わった時にご挨拶させ
て頂きたいと思いますが、当委員会の皆様、メンバーの皆様には色々とご協力を頂きまして、それ故頑張ってやってこら
れたのではないかな、と思います。どうも有り難うございました。
倉田新世代委員長
幾つか本年の計画をたてさせて頂きましたが、代表的なものを報告させて頂きます。
昨年の１０月２４日に「労働に学ぶ」を予定しておりましたが、インフルエンザに因りまして残念ながら中止となりまし
た。ご準備頂きました講師の方々、申し訳ありませんでした。
次に１１月２２日、「世界に認められた日本の教育！アラビアのオマーン王国に学力世界ナンバー１の生徒を育てた日本
人女性」と題しましてスワーダ氏に講演を頂きました。地域との連携ということをテーマに三笠中学校区地域支援本部と
共催で行いまして、学校関係者、保護者など、また当クラブの会員の方にもたくさん出席頂きました。また親睦活動委員
会と連携致しまして新たな試みとしてやって頂きました。
次に１１月３０日に「ネットの闇から子どもたちを守れ！」ということで、有害サイトの模擬体験を通じて、子どもたち
を守る知識を深めよう！と題しまして携帯電話有害サイトの対策セミナーを行いました。こちらも三笠中学校区地域支援
本部と三笠中学校区少年指導協議会と共催で行いまして、大変盛況でありました。また講師の方につきましても、当クラ
ブで講師を育成するということをテーマに講習会をして、その方に講師をして頂きました。
何れも社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕等の四大奉仕の各委員会の方々、その他の会員の方にも多数ご協力頂きまして事業
を行うことが出来ました。有り難うございます。
それと、４月２４日～２６日天理教本部でＲＹＬＡが行われ、麹谷会員のご長男の展君にご参加頂きました。
計画していた事全ては出来ませんでしたが、皆様方のご協力で無事終える事が出来ました。有り難うございました。
潮田国際奉仕委員長（欠席の為、代理：冨川会長）
国際奉仕では、先日も皆さんにお願いしましたが、ハワイとの姉妹クラブ締結の話がございます。詳しくは年間報告でさ
せて頂きたいと思います。
＜楠木ロータリー財団常任委員長＞
本年度当初、年初の委員会で会員一人当たり寄付、地区は＄１６０目標でしたが当クラブは＄２００目標と立てまして、
皆さんからの絶大なるご協力におきまして、￥1,276,326、＄14,181.40で、当初６５名でしたが、６９名になっても＄
205.53と目標をクリアすることができました。財団の場合は何かといいますと皆さんに「寄付をお願いします」とご無理
ばっかり申しておりますが、本当に皆さん有り難うございました。ポリオ撲滅に向けての寄付も、皆様にご無理を申しあ
げまして、本年度地区のほうへ￥25,722送金することができました。皆さんどうも有り難うございました。
財団月間には元ロータリー財団国際親善奨学生の稗方摂子さんを卓話の講師として来て頂きまして「ロータリー財団奨学
生とＧＳＥの経験を生かして」ということで、自分の体験、また現在ＧＥＳの委員として活動されているお話を頂きまし
た。もう一つ目標として掲げておりました、次年度より施行されます財団の新補助金制度について皆様方に情報提供をす
るという目標を立てておりましたが、殆ど新しい情報を提供することができませんでした。次年度の武藤さん、宜しくお
願い致します。
＜佐川クラブ広報常任委員長＞
私どもは、「雑誌・広報委員会」と「会報・ＩＴ委員会」でございます。本年度概況報告に書いてあります様に、「雑誌・
広報委員会」については積極的に我がクラブの事業を外部にアピールする、そしてまた「会報・ＩＴ委員会」については
事実と云いますか歴史の一つを残すという大事な委員会です。まず昨年７月１３日にＮＨＫ、産経新聞他合計９ヶ所挨拶
回りして、我がクラブの事業計画を積極的にＰＲ致しました。ただ一つ、先日の情報集会において、それぞれ立派な社会
奉仕活動等を行っているのに、「ロータリーの友」等に積極的に広報しているのか、というご指摘がありました。これは
また次年度広報委員長、宜しくお願いしたいと思います。
井上雑誌・広報委員長
後期の活動報告としては、１月に行われました社会奉仕委員会の、（今年で四年目になります）東大寺境内の植樹事業に、
各メディア、報道機関にお願いしましたら、地元メディア、地元新聞が取り上げてくれました。前期活動で取り上げても
らいましたので、後期はこの事業だけでした。
年間を通して、メディア、新聞に出るには日頃からの付き合いと事業内容が大切だと思いました。また地域と密着した事
業が必要だと思います。雑誌委員会としては、ロータリーの友、ガバナー月信等毎月目を通しておりましたが、会員の皆
様に伝える機会がなく、申し訳ありませんでした。また年度初めにお願いしました投稿もなかなか集まりませんでした。
もう少し奉仕プロジェクト委員会にお願いしていれば、と反省しております。
谷川会報・ＩＴ委員長（欠席の為、代理：坂井副委員長）
本年度は３点の活動方針で活動してまいりました。
１点目は会報の作成とクラブ内外への情報発信。この点についいは、ＨＰをリニューアルして改善した、等クラブ内外の
会報の情報発信については、クラブの活動の記録という意味においてはまずは出来たと思っております。また卓話の原稿
も多くの方にご協力いただき、助かりました。有り難うございます。課題としては、会報をもう少し多くの方に、欲を言
えば全員の方に読んでいただけるような取組ができれば良いのではないか、ということです。
2点目は、単なる会報作りでなく、会員の親睦を図れる会報作り。これについては、週報に会員の趣味やニュース、写真等
掲載して親睦の助けが出来たのではないかと思っております。多くの方にご協力を頂きまして有り難うございました。
3点目については、パソコン教室の開催です。これについては、今年の三月に三回開催してのべ１９名の方に参加して頂き
ました。これについても有り難うございました。
会報委員会は皆様の協力の下に今年度の活動ができたことを感謝致します。どうも有り難うございました。
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＜小西クラブ管理運営常任委員会＞
クラブ管理運営常任委員会は、ニコニコ、親睦活動、プログラム、出席、ＳＡＡの５つの委
員会から成り立っております。
大塩ニコニコ委員長
受付を二班に分けて一ヶ月毎のローテーションでお願いしました。本年度は親睦委員会の企
画のお陰で盛り沢山の行事がありました。度々のニコニコが積み重なり、感謝の限りです。
あと一回の例会ですが、大台まで届くか、という希望の線があります。色々なイベントで沢
山皆さんからご協力頂いている位の成績を最終回で収められましたら、大台に届いて有終の
美を飾れると思います。是非とも来週最終回は皆様のご協力を宜しくお願い致します。
増井親睦活動委員長
まず初めに、一年間親睦活動にご協力頂きまして有り難うございました。無事予定より一回
多く５回の親睦委員会をすることができました。また本年度は新しい事に挑戦するというこ
とで、新世代委員会と協力するということで、イベントをさせて頂きました。
ゴルフの方は、久しぶりに一泊でのゴルフが出来た事が良かったと思っております。天候と
皆様の協力に恵まれまして、一年間させて頂きましてありがとうございました。
土谷プログラム委員長（欠席の為、代理：野﨑副委員長）
本年度プログラム委員会は最初の概況報告に述べました通り、会員にとって興味深い話が出
来るスピーカーをお願いすることを第一にしてきた積りですが、結果としては思い通りに行
かず、退屈な話も沢山あって本当に申し訳なく思っております。今年度は会長と委員長の連
名において依頼状、礼状を必ずお出しすることにしました。依頼状には講師の到着時刻１７
時、卓話の終了時刻１８時半厳守をお願いして、メリハリのある例会進行を目指しました。
終りが決っておりますので、一年を通じて終始１８時～始まる様に卓話の時間を確保して頂
いた藤野ＳＡＡ、植村幹事には心から感謝しております。また依頼状で週報の原稿について
お願いしたところ、ほぼ全員の方々に当日持参して頂きましたので、会報作成に関して少し
寄与できたかな、と思っております。土谷委員長自身が、卓話の感想を交えた丁重なお礼状
を必ず貰っていたようなので、外部講師の皆さんには卓話の記事の載った週報を全員にお送
りした、ということです。一年間たくさんの方に卓話をお願いして思ったことは、ロータリ
ーで話す事に意外に緊張されている方が多かったように思います。慣れた人も多かったです
が、８枚の原稿をＦＡＸで送って来られたり、喫茶店に二度ほど呼び出されて原稿のチェッ
クを頼まれたり、と、世の中のロータリアンに対する評価も捨てたものではないな、と感じ
ました。最後になりますが、卓話をお願すると例会を休めません。日程調整ができず、切羽
詰まった状態で松岡嘉平治会員には二回もご登場いただく羽目になりました。最後に改めて
お礼申し上げます。
高辻出席委員長
今年度の重点目標で出席率の向上を冨川会長が掲げておられました。今年度五月までですが、
全体の平均の出席率が９４．７８％、因みに昨年は、同時期におきまして９４．１％ですの
で、０．６ポイントほど上がっておりますが、これは向上なのか判りませんが、こうなって
おります。いま出席義務者数４９名ですので、お一人の重みは、２％程度出席率に反映する
訳ですから、約２～３名ずつ例会で欠けていたのかな、と思っております。年度初めに「100
％出席しました」というのを一回でも言いたいな、と目標を掲げておりましたが、達成でき
ず残念に思っております。ＭＵがなかった方にはその都度お声掛けをさせて頂きまして、ち
ょっと煩かったかな、と思います。お陰様で一日に二つの例会にＭＵに行かれた方もいまし
た。非常にそれは有難いと同時に心苦しくも思ったこともあります。事務局の方で、誰がい
つＭＵして出席率が何％で、というのを一覧表にして頂きました。これを見ると一目瞭然に
なりましたが、次年度以降もこういったものを作って頂けると思いますので、これを見て頂
きながら色々と策を練って頂ければな、と思います。
藤野ＳＡＡ・ソング委員長
何より、本年度一年間、例会進行にご協力頂きまして誠に有り難うございます。私としまし
ては各例会品格のある例会だったと思います。前回の協議会の時も申し上げましたが、７０
名前後のクラブというのはやはり若手、中堅、ベテランがうまく噛み合ってこそ、素晴らしい事業が展開できるのではな
いかと悩みつつ一年間プレートを置かせて頂きました。その調和が一番大切ではないかと感じております。その辺は次年
度はベテランの中條ＳＡＡがおられますので、期待したいと思います。
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NOMC第144回
「釈迦ヶ岳（1092.2ｍ）鈴鹿山系」
（日　 時）　平成22年　6月13日 （日）
（参加者）　麹谷・飯田・小池・楠原
            橋本・木村・向井・植倉
（行　程）
　6：30　　新大宮駅前　発
　 ｜　　　　マイクロバス
　8：50　　朝明駐車場前　着
　9：00　　朝明駐車場前　発（登山開始）　
 　｜　　　　
　9：40　　小峠　通過
　 ｜
 10：20　　庵座の滝　通過
　 ｜
 11：30　　釈迦ヶ岳山頂　着
 11：45　　釈迦ヶ岳山頂　発
　 ｜　　　　　＜中尾根ルート＞
 13：45　　朝明駐車場前　着（下山終了）
 　｜　　　　　マイクロバス
 14：30　　湯の山　片岡温泉　着
 　｜　　　　　入浴（湯の山　片岡温泉）
 15：30　　湯の山　片岡温泉　発
 　｜　　　　　マイクロバス
 18：00　　新大宮駅前　着　（解散）

NOMC第14３回
「鍋倉峡～神野山（618.8ｍ）」
（日　 時）　平成22年　5月9日 （日）
（参加者）　飯田・小池・楠原・東田
            森下・辻・辻婦人・向井
（行　程）
　8：30　　近鉄奈良駅前　発
   ｜　　　　タクシー
　9：20　　神野山登山口　着（登山開始）　
　 ｜　　　
 　｜　　　神野山山頂　通過
　　　　　　＜昼　食　バーべキュー＞
 14：45　　布目ダム　発
 　｜
 15：30　　近鉄奈良駅前　着　（解散）

●会報・ＩＴ委員会／谷川千代則　藤井正勝　野上利樹  ●Webmaster／谷川千代則

例会変更
奈良西ロータリークラブ
・７月２２日（木）…前年度会長・幹事お疲れ様会、
　　　　　　　　　　新年度会長・幹事激励会の為、場所変更。
・７月２９日（木）…家族親睦例会の為、場所・時間変更。
　　　　　　　　　　奈良文化財研究所講堂にて　
　　　　　　　　　　１４：３０～１５：３０
　※�両日ともビジター受付は行いません。


