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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21回 12月14日 
通算1533回

第20回 12月7日 
通算1532回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1531回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 57名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 91.9％

1530回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 24名
●出席者数　　　　 60名
●補填者数　　　 6+１名
●出席率　　　　 92.3％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「４つのテスト」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.卓話　
　 多田　廣　会員
　「クラブ細則の変更に
　　ついて」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／２１
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年次総会
次年度役員

只今より奈良大宮ロータリークラブ細則第4条第1節に基づき、年次総会を開催いた
します。細則第4条第1節に基づき、会長が議長を務めるという事になっておりますが、
如何でしょうか。（出席者：拍手にて承認）
それでは、本日の出席報告を藤野出席委員長、よろしくお願いします。

＜中奥出席副委員長＞
本日の出席者数は57名です。
以上のように、定数である会員数の１／３以上ということになりますので、本日の
年次総会は成立致します。平成２２年１１月２日例会で指名委員会を結成致しまして、
先週１１月３０日指名委員会の楠木委員長より、次々年度会長並びに次年度の幹事、
会計、５名の理事の方の指名の発表がありました。本日その指名の確認を改めてお
願いします。

＜指名委員会・楠木委員長＞
先週指名委員会から次々年度会長、次年度理事役員の方を指名させて頂きましたが、
改めて確認いたします。
・�次々年度会長�楠原　忠夫　さん
・�次年度副会長�北神　徳明　さん
・�次年度幹事�　増井　義久　さん
・�次年度会計�　山本　尚永　さん
・�次年度理事　�佐川　肇　　さん、多田　実　　さん、武藤　廣茂　さん
　　　　　　　　西口　栄一　さん、武中　洋勝　さん

いま、発表されました方に異議のある方はいらっしゃいますでしょうか。（出席者：
「異議なし」。拍手にて承認）
ありがとうございました。これをもって決定とさせて頂きます。
これをもちまして年次総会を終了させて頂きます。
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＜楠原次々年度会長より挨拶＞

本日の総会で次の次の年度の会長として承認して頂
きました。これから一年半、ロータリーのことをま
た最初から勉強し直しまして、来るべき時に会長の
任務を遂行したいと思います。私の会長就任の暁に
は皆様方のご指導・ご協力・ご鞭撻を宜しくお願い
します。本日は色々と有難うございました。

＜井上次年度会長＞

次年度の理事役員を紹介させて頂きます。
副会長：北神徳明さん、幹事：増井義久さん、次年
度会長エレクト：楠原忠夫さん、次年度直前会長：
矢追家麻呂さん、会計：山本尚永さん、理事：佐川
肇さん、多田実さん、武藤廣茂さん、西口栄一さん、
武中洋勝さん、それと私でございます。次年度は、
この理事役員で皆様のお役に立てますように、精一
杯頑張って務めさせて頂きますので、ご協力を宜し
くお願いします。

会長報告
本日第６回理事会を開催いたしました。
●今日は特に大した議題もなかったのですが、献血のお手伝いを１月２７日に行う予定です。
●地区大会は、来年４月１７日福井で行われます。出欠の締切は来年１月１４日ですが、人数により、電車で
行くかバスをチャーターするかを検討しています。費用は全て自己負担です。電車で大体１万円弱、バスは人
数にもよりますが、同じ位とお考えください。また、地区大会の当日の午前中に、平井義久パストガバナーを
講師に迎えた新会員のセミナーが福井県産業会館で行われます。対象者は入会3年未満、クラブによっては5年
未満でも良いということですが、当クラブは3年未満の会員を対象とします。該当者は7名おられ、その内2名の
方は現在休会中ですので、残りの5名の方はセミナーに出席して頂くようお願いします。
●奈良新聞企画推進部から2011年度の新春名刺広告の依頼がきました。1万円ということですが、当クラブはお
断りさせて頂きました。些細なことかもしれませんが、クラブとしてどこでお金を出して、どこで断るか、会
員の皆様からお預かりしているお金についてきちんと報告させて頂かないといけないと私は思いますので、御
理解して頂きたいと思います。
●京都洛北ロータリークラブより例会場並びにビジターフィー変更のお知らせが来ております。

委員会報告
指名委員会・楠木委員長
先ほどの年次総会で指名委員会が指名した方々全員異議なく承認されました。ありがとうございました。これ
をもちまして指名委員会を解散させて頂きます。

橋本社会奉仕委員長
・�去る１２月２日（木）会長と私とで、日本赤十字社奈良支部に赴き、奄美地方への義捐金として特別活動費
から２０万円寄付させて頂きました。１２月２日現在で日赤の方に約9,000万円の義捐金が集まっているそうで
す。大変喜んで頂きました。
・�来年1月27日（木）朝10時～夕方6時、献血の協力を行います。場所は前回と同じ近鉄奈良駅前ビル西口付近
にテントを設営いたします。多数の参加、よろしくお願いします。また会社等の従業員等の多数の参加もよろ
しくご協力ください。詳しいことは年が明けてからご案内いたします。是非1月27日は空けておいてください。
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・�来年1月22日（土）お昼12：00～地
区職業奉仕・社会奉仕合同講演会が開
催されます。地区からは出席義務者と
して入会3年未満の会員と、クラブから
10名程度、特に職業奉仕・社会奉仕委
員の方に主に来て頂きたいということ
です。入会3年未満の方は出席義務者で
すので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。場所は京都テルサです。次回例
会に窓口に案内を置いておきます。

ロータリー情報委員会・多田廣委員長
細則の検討委員会の委員の皆様には予
めＦＡＸでご案内させて頂きましたが、
今日例会終了後ロビーで会合を開きます。

プログラム委員会・髙野委員長
いま、多田委員長の方からご報告があ
りましたが、クラブ細則の変更を検討
されています。年内に一度是非じっく
り話をして頂きたいということで、次
回の例会で卓話をお願いしました。非
常に大事なことですので、是非ご出席
ください。

前年度会計・武藤会員
大変遅くなりましたが、今日皆様方の状差しに収支決算書を入れました。簡単にご説明いたします。収入の部
につきまして、予算額26,327,730円決算額29,650,059円で、差異は3,322,329円です。支出の部につきましては、
予算額26,327,730円決算額28,750,925円、差異が2,423,194円です。予備費の方で少し説明いたします。鴟尾の
会並びに県下会長幹事会につきましては、当該年度にホストクラブでしたが金額が定かでなく、年初に確定で
きなかった為予備費から支出いたしました。それから平城遷都1300年祭記念事業につきましても、当初予定に
入っておりませんでしたので、これも予備費から支出いたしました。次期繰越金額が899,135円です。
以上の件につきまして、会計監査の成田さんに会計監査をして頂きまして、後程監査報告をして頂きます。

前年度会計監査・成田会員
会計監査の任にあたり、2009年7月1日から2010年6月30日までの収支決算書及び会計帳簿、ならびに証拠書類を
閲覧いたしました結果、適正かつ正確であることを認めます。

次年度幹事・増井会員
先ほど承認を頂きましたので、次年度理事会を早速開きたいと思います。日時は12月14日（火）16：00～場所
は奈良ホテルです。念のためもう一度理事役員のメンバーの紹介させて頂きたいと思いますので、ご用意お願
いいたします。次年度会長：井上さん、次年度会長エレクト：楠原さん、次年度副会長：北神さん、次年度直
前会長：矢追さん、次年度会計：山本さん、理事：佐川さん、多田さん、武藤さん、西口さん、武中さん、以
上です。宜しくお願い致します。

財団地区事業員会・潮田委員
今年度の財団のＷＣＳ（WorldCommunityServise）の活動日程が決定いたしました。来年2月20日（日）～25日
（金）まで、フィリピンのレイテ島で行われます。医師でなくても唯一予防接種の投与ができるポリオの投与
の経験をされては如何でしょうか。私も参加しますので、希望される方はご連絡下さい。宜しくお願い致しま
す。

幹事報告
先ほど会長の方からご報告がありましたように、地区大会の申込みについて出欠の回覧をしています。できる
だけたくさんの方の参加をお願い致します。特に入会後3年未満の会員の方は、是非出席頂きますようお願いい
たします。

奄美義捐金お礼
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1300年祭を振り返って　～クラブの誇り～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 髙野　治　会員
2009年春に社会奉仕委員長を拝命するように仰せつかり
ましたが、入会して2年の私は、「社会奉仕」というもの
がどういうものか厳密に理解できておりませんでした。
何かボランティアをすればよいのだろうとは思っており
ましたが、どうせやるならばしっかりしたことをやり遂
げたいという思いがありました。そのような折、5月に京
都で地区各クラブの社会奉仕委員長予定者の会議があり
ました。顧問として出席されていた岡村パストガバナーの、
「自治体が推し進めようとしているイベントなどに積極
的に協力するのも社会奉仕である」というお話を聞いた
とき、2010年に開催される平城遷都1300年祭に取り組ん
でみようと決意しました。
とはいうものの、何をしたものか思いあぐねる状態が長
く続きました。一方、熊本ガバナー補佐を中心に県下ロータリークラブとしても、何らかの形で1300年祭に
協力したいという話が進んでおりました。そのような中、1300年祭が始まったばかりの2010年1月の鴟尾の会
及び2月の県下会長幹事会のホストを当クラブが務めることになっており、1300年祭に関して当クラブが主体
的な形で関わることになりました。当クラブの中心として、社会奉仕委員会がその責務を担うことになった
わけです。
鴟尾の会及び会長幹事会では、当クラブが県下各クラブの窓口、奈良RCと平城京RCが県外クラブの窓口を務
めることに決まりました。正式な会議でそのように決まったにもかかわらず、あとになってから両クラブは
窓口となることに難色を示し、当クラブで全てを受け持つことになりました。私は周囲には余裕綽々のよう
なことをうそぶいておりましたが、実際には仕事やプライベートを抱える中、かなりの困難を予想しており
ました。そのような状況で、唯一の目的、モチベーションとしたのが、「クラブの誇り」ということでした。
「クラブの誇り」ということに関して、私は3つのことを考えておりました。1つめは「他から当クラブのこ
とを誇り高きクラブだと思ってほしい」ということ、2つめは「自分が当クラブを誇り高きクラブだと思いた
い」ということ、そして最後は、「メンバー全員に当クラブを誇り高きクラブだと思っていただきたい」と
いうことでした。
1つめの「他から当クラブのことを誇り高きクラブだと思ってほしい」ということに関しては、最初の段階で
いろいろと考え工夫いたしました。自分が情報センターになって、多くの人についてきていただき、最後ま
でやり遂げるためにはどうすればよいかを考えました。そのためにはシンプルであること、手間がかからな
いこと、ルールをきっちりと決めておくことが重要であると思いました。具体的には、たった1つのエクセル
ファイルにいろいろな情報を盛り込みそれをベースにすること、メールを最大限に活用すること、そしてそ
れらを必ずチェックするというルールを確立することでした。そうすることによって、自分が楽になると同
時に、要領がよい、効率がよい、統制が取れているという評価を他からも得られたと思います。その他にも
迅速であること、正確であること、まめであること、親切丁寧であること、持続的であること、熱意がある
こと等々多くのことを心がけました。特に上記2クラブが無責任に投げ出したという経緯もありますので、当
クラブが最後までやりきったということは、他から高い評価を受けていると思います。
2つめの「自分が当クラブを誇り高きクラブだと思いたい」ということに関しては、皆さんのご協力、当クラ
ブの根底に流れる奉仕と友情の精神に頭が下がり、涙が出る思いです。受付ボランティアの登録数は、当ク
ラブだけで全県下の三分の一を占めました。のぼりの掲出数も県下トップです。何もしつこく私がお願いし
たわけではありません。何もしないのに皆さんが協力してくれました。5月15日の例会を控えて精一杯になっ
ているときに、当委員会のメンバーは、「自分たちにも手伝わせろ！」といったような感じで協力してくれ
ました。本当に素晴らしいメンバーに恵まれた誇り高きクラブであると思います。いろいろと苦しいことや
嫌なことがある中で、最後は仲間が支えてくれるという思いで頑張ることができました。
3つめの「メンバー全員に当クラブを誇り高きクラブだと思っていただきたい」ということが、今回の卓話の
本当の目的です。皆さんはきっと、特別なことをしたようには思っていないと思うのです。でも、普通にや
っていると思っていることが、どれだけ素晴らしいことで、私を勇気づけ、他から評価されているかを知っ
ていただきたいのです。それを最後に皆さんにお伝えして、私にとっての1300年祭は終了いたしました。
最後になりましたが、前年度、今年度の会長、幹事、事務局の古川さん、社会奉仕委員会のメンバー、増井
さん、有井さん、他様々な形でご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
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ニコニコ箱　本日計 55,000円　累計　1,144,000円
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矢追家麻呂君　久しぶりに体調を崩しました。皆さんも健康には気を付けて下さい。結婚記念日のお祝いありが
とうございました。

楠木重樹　君　門脇さん、良き体験例会になりますように！
西口栄一　君　門脇君　森川君　ごゆっくりお過ごし下さい。よろしくおねがいします。
野﨑隆男　君　本日は、例会見学に　森川さん、門脇さん、ようこそお越し下さいました。ごゆっくりお過ごし

下さい。
武中洋勝　君　森川さん門脇さん例会見学有難う御座居ます。この機会に是非御入会お待ちしています。宜敷く

お願いします。
小西敏文　君　１２月１９日（日）関西テレビ午後2：54～3：00の時間ビジネスカンサイで弊社のＰＲが放映さ

れます。時間のある方ご覧になって下さい。
坂井宣之　君　奈良マラソンで初マラソン完走しました。高橋尚子さんとハイタッチし元気を頂きました。
植倉一正　君　山歩き会で、山辺の道を歩いて来ました。また結婚記念日のお祝い、ありがとうございました。
橋本和典　君　本年最後の山歩き＆呑も会、楽しかったです。正暦時等の古寺巡拝で心を浄め、その後お酒で肉

体を清めました。おかげで来年も清らかなカラダで山に酒に挑めそうです。
谷川千代則君　日曜日久しぶりに山歩き参加させていただきました。まだ筋肉痛です。
中村信清　君　今日は早退させて頂きます。よろしく
福本良平　君　ニコニコ協力
小川祥夫　君　ニコニコに協力！
堀内眞治　君　ニコニコに協力です。
平方貴之　君　ニコニコ協力
野上利樹　君　１１月欠席のお詫びに　ニコニコに協力！
今﨑和民　君　ニコニコに協力。

例会変更
■�奈良西ロータリークラブ　■
・�平成２３年１月６日（木）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※�ビジター受付は行いません。
・�平成２３年１月１３日（木）・・・新年会の為例会変更。
　 場所：霊山寺　 時間：午後６時より
※�ビジター受付は同日17：30～18：00奈良ロイヤルホテルフロント横にて行います。
■�大和高田ロータリークラブ　■
・�平成２２年１２月２８日（火）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
・�平成２３年　１月　４日（火）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※�両日ともビジター受付は行いません。
■�大和郡山ロータリークラブ　■
・�平成２３年１月　３日（　月　）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
・�平成２３年１月１０日（月・祝）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※�両日ともビジター受付は行いません。
・�平成２３年１月１７日（月）・・・新年例会の為時間、場所変更。
　 時間：午後６時～８時４０分　 場所：小川（大和郡山市雑穀町１７　 TEL:0743-52-2162）
※�ビジター受付は12：00～12：30奈良プラザホテルロビーにて行います。

例会場及びビジターフィー変更　
■�京都洛北ロータリークラブ　■
新例会場（平成２３年１月６日（木）より）
★京都ホテルオークラ 〒604-8558　京都市中京区川原町御池 ＴＥＬ：０７５－２１１－５１１１㈹
  ビジターフィー（平成２３年１月６日（木）より）
★４，０００円→３，８００円
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NOMC第１５１回　北 山の辺の道
（日　時）　平成２２年　１２月　４日 （日）

（参加者）　麹谷・飯田・小池・楠原・橋本・森下・増井（大人１＋子供３）
　　　　　  谷川・谷川夫人・福村・向井・植倉

（行　程）
　　　　８：40　　近鉄 奈良駅前　発
　　　　　｜　　　　　
　　　　９：０３　　JR奈良駅　発
　　　　　｜　　　　　電車
　　　　９：１５　　JR櫟本駅　着
　　　　９：２５　　JR櫟本駅　発
　　　　　｜
　　　１０：３０　　弘仁寺
　　　　　｜　　　
　　　１１：１５　　正暦寺　着
　　　１２：００　　正暦寺　発
　　　　　｜
　　　１２：１５
　　　　　｜　　　　＜昼食＞
　　　１２：４５　　
　　　　　｜
　　　１３：００　　円照寺　着
　　　１３：３０　　円照寺　発
　　　　　｜　　　　　白毫寺　通過
　　　　　｜　　　　　新薬師寺　通過
　　　１６：００　　高畑　（解散）

 本日のお客様
　門脇　伸幸　様（体験例会）
　森川　岳男　様（体験例会)

 次週の例会
  12月21日（火）　年末家族会[友愛例会]

ご結婚お祝
平野　貞治　会員（ご子息）


