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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

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄
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第2回 7月13日 
通算1514回

第1回 7月6日 
通算1513回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1513回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 58名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 90.6％

1511回の修正　
●会員数         　70名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 58名
●補填者数　　　　 4名
●出席率　　　　 92.1％
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例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「四つのテスト」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.クラブ協議会
　（前期活動計画）
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０11／０２
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2010～11年度　会長　矢追　家麻呂

会長就任挨拶
2010～2011年の奈良大宮ロータリークラ
ブの会長という大変大きな役割を頂きま
して、今日は理事会から緊張して、頭が
真っ白になり何を言って良いのかわから
ない状態で、皆様方には本当に聞き難い
ことだな、と思っております。
これも何度も数を重ねると、だんだん慣
れてくると思いますので、今日のところ
はご勘弁願いたいと思います。また、今
年は遷都1300年祭という記念すべき年に
会長という役を頂きまして、私も本当に
光栄だなと思っております。
何れにせよ、このロータリークラブとい
うのは、出席をして頂いて奉仕活動をし
て頂いて、地域の皆さんに喜んで頂き、感謝されることをやらせて頂くのが役割だ
と考えております。
今年のＲＩ会長のレイ・クリンギンスミス氏は、「地域を育み、大陸をつなぐ」と
いう大きなテーマを出しておられます。
この簡潔な語句が、私たちは、地元地域社会の精神とリソースを育み、住みやすく
働きやすい世界をつくるために、世界中の人々の善意をつないで協力と支援を得る
ことを的確に表しており、クラブとしてもこのテーマに沿って活動して行かなけれ
ばと思っております。
今日は一回目ということで、ＲＩ会長のテーマに込められた意思を受け継ぎながら、
この２６５０地区の栗田ガバナーの「（真のロータリアンをめざして）ロータリー
を良く学び、変化を知り、忘れたことを思い出そう」という、スローガンの基に、
学んで行かなければならないことがたくさんあり、その方向性が出せればと思って
おります。
私もロータリークラブに入会させて頂いてから十数年が経ち、さまざまな活動を行
ってまいりましたが、クラブの全てを理解しきれたとは言えないと思います。そん
な人間が本当に会長職という役割を頂いてよいのかな、と考えております。そうい
う訳で、今年のクラブのテーマは「心のこもった奉仕を」とさせていただきます。

2010～2011　2650地区スローガン
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国のため、社会のため、また大宮ロータリークラブのためと、色々なことが
あると思いますが、やはりいつも相手を思いやって奉仕活動をさせて頂くと
いうことが、一番大事ではないかと思い、今年は、このテーマでさせて頂き
たいと思います。
その中で、今年のクラブの重点目標として、６つあげさせて頂いております。
やはり出席をして頂くということが、ロータリーでは一番大事だろうと思い
ます。出席をして、皆さん方と色々な話をして親睦を図り、それを奉仕活動
に活かして頂きたい。
本日、お渡ししております概況報告に、私の考えを、文字にさせて頂いてお
りますので、ご理解できない所などがありましたら、説明させて頂きたいと
思います。
特に今年はプログラム委員長に調整頂いて、会員卓話を少しいれさせていただき、会員さんの職業観、職業奉
仕観というものを聴かせていただき、我々の職業奉仕に活かせていけたらと思います。
それと、今年はクラブの研修リーダーが新しく設置されまして、情報委員長の多田廣さんにお願いしておりま
す。
何か学校のようだと感じる方もおられるかもわかりませんが、先程お話したガバナーの言葉にもあります「真
のロータリアン」を作り上げて行くためのものであります。
「ロータリーとはどういうものか」という基本さえしっかり掴めれば、結果は自ずとついてくるものだと思っ
ております。
長くなりましたが、会員の皆様やそのご家族や地域の皆様や多くの方々のご支援・ご協力を頂戴し、甚だ微力
ではございますが、この１年間頑張って行きたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

幹事就任挨拶
本年度の幹事をさせて頂いております、石野でございます。よろしくお願
い致します。
実は、私は非常に気にする方で至って気が弱いのです。一昨年の１１月に
幹事予定者ということで発表して頂いてから、それ以来、考える事がたく
さんありまして、体調を少し崩し、皆様方に色々とご心配をかけました。
去年の７月に胃の摘出手術をして、今年の１月に前立腺の摘出手術を受け、
これで「来年度の幹事の仕事はしっかりやれるな」とホッとしておりまし
た。去年の幹事の植村さんはすごい心臓の強いお方ですが、最初に言った
通り私は気の小さい心臓しかもっておりませんので、お医者さんに「そん
な大変な仕事をするなら早めに良くしたらどうか」と言われ１か月ほど前
に心臓の手術をして頂きました。
皆様方会社を経営しておられて健康というのは一番大事だと思います。い
くら業績が上がろうが健康を崩したら元も子もない。ロータリーの幹事を引き受けてから、一昨年より矢追会
長に「おい、お前大丈夫か」と恐らく２０回位言われました。これ以上皆さんに迷惑をかけられない、と全て
病気は治ったつもりでおりますが、あと皆さん方のご協力とご指導を賜って一年間無事に過ごしたいな、と思
います。よろしくお願いしたいと思います。
今年度の主な行事予定を発表させて頂きます。
ガバナー訪問は８月２４日にございます。ガバナーが高田ロータリークラブの訪問を終えたあとのスケジュー
ルは以下のとおりです。例会の開始時間がいつもより３０分遅れとなりますので、ご注意ください。
16：06　　　　　　ガバナー奈良駅に到着
16：30～17：30　　会長、幹事懇談会
17：45～18：00　　記念撮影、
18：00～19：00　　例会
19：15～21：00　　協議会（アッセンブリー）
ＩＭが11月13日にございます。地区大会は4月16・17日に行われます。RYLAは4月22～24日、当クラブがホスト
クラブということになっておりますので宜しくお願い致します。
遷都1300年祭について、前年度から引き継ぎをさせて頂いて、今年の11月の終了日まで取り組みをさせて頂き
たいと思います。
以上、本年度の主な行事について報告させて頂きました。
本日新たに概況報告をお配りさせて頂きましたが、6月29日の最終例会が終わらなければ纏まりがつかない個所
も何カ所かあり、急いで作成しましたので、ミスプリントがあるかも知れませんが、ご容赦願いたいと思いま
す。
そういう訳で1年間なんとか皆さんにご迷惑をおかけしないように行きたいと思いますので、宜しくお願い致し
ます。

藤井副会長

石野幹事
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会長報告
本日４時から今年度第１回理事会を開催いたしましたので、その報告をさせて頂きます。
●姉妹クラブについて
前年度皆さんに承認して頂きましたハワイのミニラニ・サンライズロータリークラブとの姉妹クラブ締結につ
いて、私共のクラブでは実行委員会を立ち上げることを、本日の理事会で承認致しました。委員会のメンバー
は、冨川さん、植村さん、潮田さん、有井さん、小西さん、それと私と石野さんの７名で、これから締結に向
けての色々な調整をしていきます。実行委員長には、昨年国際奉仕委員会委員長で色々とご尽力頂きました潮
田さんにお願いしたいと思いますので、宜しくお願い致します。
●例会受付の状差しの新調
もうだいぶ状差しも傷んでおりますので、新しく購入したいと考えています。そんな商品を扱っておられる中
條さんより見積もりを頂いておりますが、できるだけ安く良い品物を入れて頂きたいと思いますので、中條さ
んよろしくお願いします。
●出席規定適用免除の申請
佐川会員より申請が出ています。ロータリーでは昭和５８年１２月１３日に入会されて以来２６年、年齢は６
６歳ということで、合計９２歳になりますので、出席免除扱いの承認をいたしました。
●会長職務代行順位
楠木さん、小西さん、橋本さん、武藤さん、谷川さんの順で決定をされております。
●会計監査選任
前々年度会長の佐川さんにお願いしております。
●定例理事会
毎月火曜日４時から行わせて頂きます。
●ガバナー訪問
８月２４日行われます。また詳しい事につきましては、後ほど幹事から報告いたします。それに先立ち、１０
日にガバナー補佐が訪問され、ガバナー訪問についての卓話を３０分するということを予定しております。
●事務局員の給与
基本的には第１例会の時に支払います。
●指定銀行
南都銀行大宮支店です。
●今年第一回目の家族親睦例会
８月２９日、京都の方で鵜飼をするということですが、それも承認しました。
●米山奨学生の出席
基本的には第３例会に出席してもらい、奨学金を渡します。
●各種団体の挨拶回り
明日、就任挨拶に、私と幹事と副会長と冨川さんと平方さんの５名で行かせて頂きます。
●名誉会員について
今年も引き続き竹川さんにお願いしたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。
●メーキャップの取り扱い
情報集会、奉仕活動についてはメーキャップ扱いにするということで決定しております。
●ロータリー財団の寄付
今年も例年通り会費の中に１万円を入れさせて頂くと言うことでご協力をお願いします。
●その他
第３例会（友愛例会）は、前年度は色々品物でプレゼントされましたが、私はやはりこの会場でロータリアン
同士でお祝いするのが良いのではないかと思いますので、今年はそのような形で進めさせて頂きたいと思いま
す。会員卓話についても今年は入れさせて頂こうかな、と思っております。髙野プログラム委員長にはそのよ
うにお願いしておりますので、また調整はして頂けると思いますが、会員の皆様にもご協力頂きたいと思いま
すので、宜しくお願い致します。
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ニコニコ箱　本日計 140,000円　累計　140,000円

委員会報告
藤野出席委員長
今年は、会長もなんとか100％を目指したいというご希望で
すので、個々にご相談に参るかもしれませんが、ご理解の
ほど宜しくお願い致します。
谷川新世代委員長
本日状差しに７月１７日（土）の水谷修先生講演会のパン
フレットを入れさせて頂いております。今回は大宮小学校
高学年（５・６年生）と中学生を対象にした講演で、皆さ
んのお子さん、お孫さんも聴いて頂きたいと思いますので、
是非ご出席頂きますよう宜しくお願い致します。
植村前幹事
新年度が始まりましたので、早速年間報告の作成に取り掛
かりたいと思います。つきましては、常任委員会委員長様、
各委員会委員長様、本日事務局からＦＡＸを送らせて頂い
たと思いますが、今月内位を目安としてご報告頂きますよ
うよろしくお願いたします。
野﨑親睦活動副委員長
親睦活動委員会から２点ほどございます。
まず、今日例会終了後、ミニ親睦会を開催したいと思いま
すのでよろしくお願い申し上げます。
次に、来る８月２９日月見例会を京都嵐山にて予定してお
ります。皆さんのご自宅に案内が届くと思いますので、ご
家族揃ってご参加のほど、宜しくお願い致します。
植倉会計
早速でございますが、本年度前期の会費納入のお願いでご
ざいます。皆様方の状差しにその書類を入れさせて頂いて
おります。納入期限は7月末日になっておりますので、それ
までにご送金頂きますよう、宜しくお願い致します。

坂内利隆　様（平城京ＲＣ）　矢追会長の門出を祝いニコニコ。中村さん、25日に行けなくてゴメンナサイ。
有井さん、先般ありがとうございました。

矢追家麻呂君　本年度の諸事業が円滑に進行しますよう、理事役員の皆様方、また会員各位のご支援、御協力
をお願い申し上げます。

藤井正勝　君　いよいよ始まります。皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。当年度最初のニコニコ！！
石野捨雄　君　本年度幹事をさせて頂きます。会員皆さまの御指導、御協力、御配慮下さいます様お願い申し

上げます。
竹川晴雄　君　今期もお世話になります。よろしくお願い致します。
多田　廣　君　今年もまたよろしくお願い申上ます。
平方貴之　君　本日は結婚祝いのミニ親睦会を開催いただき有難うございます。本日は参加できませんが、8月

29日の家族親睦会でご紹介させていただきます。
榧木八洲夫君　6月の緊急入院以後、合計7回の入退院の結果、やっと健康をとりもどしました。たびたびの御

見舞ありがとうございました。又、ご迷惑をおかけいたしまして申しわけございません。特に
冨川会長、植村幹事には、すみませんでした。体重も105kgから87kgになりました。又、先週出
席の予定でしたが、孫が誕生しましたので、今日からとなりました。

森下泰行　君　これから又一年間よろしくお願いいたします。
髙野　治　君　矢追会長はじめ役員の皆様、今年１年宜しくお願いします。ゴルフの方は、何卒お手やわらか

に。
橋本和典　君　矢追丸は花も嵐も踏みこえて一路来年の6月30日をめざして頑張ります。本年度はニコニコを有

効利用してもらえそうです。この1年間皆んな頑張ってニコニコしましょ！あと364日の辛抱で
す！長いなァ。

谷川千代則君　一年間宜しくお願いします。
平野貞治　君　2010～2011年の始まりに際し、会長様はじめ役員の皆様ご苦労様です。今年度もよろしくお願

い申上げます。

例会変更
■�大和郡山ロータリークラブ■
・７月19日（月・祝）
　定款第６条１節により休会
　※�ビジター受付は行いません。
・８月２日（月）
　納涼例会の為、時間・場所変更
　午後６時１０分より　万葉若草の宿三笠にて
　（奈良市川上町728　TEL：0742-22-5471）
　※ビジター受付は12時～12時30分奈良プラザ
　　ホテル」ロビーにて行います。
・８月16日（月）
　定款第６条１節により休会
　※�ビジター受付は行いません。

■�生駒ロータリークラブ■
・８月４日（水）
　京セラドーム大阪２階
　「パノラマドームレストランアサヒ」
　大阪市西区千代崎3-中2-1　
　TEL:06-6586-2052
　※�ビジター受付は行いません。
・８月11日（水）
　定款第６条１節Ｃにより休会

■�大和郡山ロータリークラブ■
・８月11日（水）
　定款第６条１節により休会
　※�ビジター受付は行いません。
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次週の例会
クラブ協議会②（前期活動方針） 

高木伸夫　君　矢追会長のリーダーシップに期待いたします。理事、役員の皆様ご苦労様です。頑張って下さ
いませ。

成田　積　君　矢追会長、石野幹事、また各理事、各委員長、各委員のご活躍を期待しております。頑張って
下さい。

飯田二昭　君　新しい年度、楽しみにしています。よろしくお願い致します。柳生街道歩き、お世話になりま
した。山蛭は避けてくれたようです。

潮田悦男　君　新年度の矢追会長、石野幹事、役員の皆様、御苦労さまです。
藤川保雄　君　本年度もよろしくお願いします。
宮西正伸　君　一年間皆様よろしくお願い致します。
渡辺英孝　君　矢追会長、今期も宜しくお願いします。
土谷宗一　君　矢追年度の華やかな門出を祝って。
佐川　肇　君　矢追会長、石野幹事、1年間お世話になります。
多田　実　君　矢追会長の門出を祝して。
中井一男　君　矢追新体制、役員の方々、がんばって下さい。
小西敏文　君　矢追会長、石野幹事、1年間しっかりと努めて下さい。
武藤廣茂　君　矢追会長、石野幹事、本年度よろしくお願い致します。
井上正行　君　本年度会員組織委員会に御協力お願い致します。
野上利樹　君　新年度を迎えて、ニコニコに協力。
楠木重樹　君　矢追会長、石野幹事様、一年間よろしくお願い致します。
植倉一正　君　本年度もよろしくお願いします。
高辻良成　君　今年度もガンバリます。
山本尚永　君　本年度も宜しくお願い致します。
小池恭弘　君　矢追会長ならびに役員の皆様方、一年間御苦労様です。
植村将史　君　新年度のはじまりを祝して！！
野﨑隆男　君　今年度も一年間よろしくお願い申し上げます。
増井義久　君　今年度も宜敷お願いします。
北神徳明　君　矢追会長、藤井副会長、石野幹事、そして理事役員の皆さん、1年間よろしくお願い申し上げま

す。
清岡正教　君　中條さん、あの禁酒の誓いもわずか３ヶ月・・・！！せめてＳＡＡは１年間つづけて欲しいも

のです。
冨川　悟　君　矢追会長、石野幹事、新しい年度の船出お祝い申し上げます。順風満帆、素晴らしい実りある

一年であることを祈念いたします。
松岡嘉平治君　ニコニコに協力。
今﨑和民　君　今年もニコニコをよろしくお願い致します。

NOMC第１４５回　柳生街道
（日時）平成２２年７月４日 （日）（参加者）　麹谷・飯田・楠原・橋本・森下・植倉・向井（途中合流）

　　　　８：１８　　近鉄奈良駅前　発
　　　　　｜　　　　路線バス
　　　　９：０５　　柳生バス停　着
　　　　９：１５　　柳生バス停　発
　　　　　｜
　　　１０：１５　　南明寺　通過
　　　　　｜
　　　１１：０５　　夜支布山口神社　通過
　　　　　｜　　　
　　　１１：５０　　忍辱山 円成寺　着
　　　　　｜　　　　＜昼食＞
　　　１２：４５　　忍辱山 円成寺　発
　　　　　｜
　　　１４：００　　峠茶屋　通過
　　　　　｜
　　　１４：３０　　首切り地蔵　通過
　　　　　｜
　　　１５：３０　　破石バス停　着
　　　　　｜　　　　＜反省会＞
　　　１８：００　　解散


