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第1回 7月3日 
通算1606回

第47回 6月26日 
通算1605回
●会員数          72名　　
●出席免除者数　  23名
●出席者数　　　  66名
●出席率　　　 94.29％

第45回 6月12日
通算1562回の修正　
●会員数          72名　　
●出席免除者数　　23名
●出席者数　　　　64名
（内補填者数　　 　7名）
●出席率　　　 94.12％

例会状況報告

１．開会の点鐘　17時30分
２．ソング
　　「君が代」
　　「我らの生業」
３．お客様の紹介
４．会務報告
５．会長幹事挨拶　友愛例会
６．閉会の点鐘　18時30分

２０１１－２０１２／４７

1

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

  ２０１１～１２年度 当クラブテーマ
『クラブの未来のために
　　　　リーダーを育成しよう』
 

 

　国際ロータリー第２６５０地区
  ガバナー　今西　信裕

例会プログラム会長報告
最後の報告をさせて頂きます。
●残念ながら、転勤のため、二名の退会者が出ております。一人は近畿セキスイハイ
ム工業の野上さんですが、来週新しい会員さんが入られますので、その時をもって
退会とさせて頂きますので、宜しくお願い致します。もう一名はＮＴＴの坂井さん
ですが、交代はすぐには無理なようですが、今月末をもって退会されます。入会は
また改めて、ということでさせて頂きます。

●先週の家族例会では皆さんに本当にお世話になり、有難うございました。

委員会報告
出席委員会・森委員長
報告書を作成しておりました時に、５月末までの出席率を拾っていったんですが、３%
程上っております。皆様のお陰で上がっております。また、詳しくは年間報告に書か
せて頂きますが、少し報告させて頂きます。有難うございました。

会長退任挨拶

井上会長　楠原次年度会長

（井上会長→楠原次年度会長へ、会長
バッジ引き継ぎ）

※（増井幹事より）交換につき、バッ
ジを新調させて頂きましたことをご
報告致します。

（楠原次年度会長より井上会長にPAST
会長バッジの贈呈）
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＜会長退任挨拶＞
　皆さんに本当に御迷惑ばかりお掛けした一年間だったと思っており
ます。
　本年度は、あの悲惨な東日本大震災発生からほぼ４ヶ月経った例年
通り７月から始まりましたが、2ヶ月も経たない８月下旬に台風１２
号が私たちの地元であります奈良県南部の五條市や十津川村周辺を直
撃し、大きな被害をもたらしました。当クラブを始め県下の各クラブ
から義捐金を募り、五條クラブを通じ五條市や十津川村など被災地の
市、町、村にお役に立てて頂きました。本年度は災害で明け暮れした
一年といっても過言ではないと思います。
　さて、本年度のクラブテーマを私は「クラブの未来のためにリーダ
ーを育成しよう」と掲げました。奈良大宮ロータリークラブをここまで立派に作られた先達さんの後を引き継ぎも
う一段飛躍して行くために、このテーマを選びました。幸いな事に、当クラブには40才台から50才台の人がここ数
年、数多く入会されクラブに活気があり奉仕活動も経験された方も多く見受けられます。後はその気になって頂け
るようなクラブの楽しい例会の雰囲気と会員間の親睦と本人の気持次第だと思います。入会後2~3年で委員会委員
長、又数年度には理事、役員と務めて頂き最後に幹事、副会長など、10数年で会長職について頂ければ、後は地区
委員又出来れば地区委員長など務めて頂き、クラブとして次の指導者になって頂けるのではないかと思います。
　次に本年度クラブの重点目標に掲げました5つですが
１番目の地域と歩む奉仕活動をしようですが
１０月に始めに行いました地元大宮地区防災、防犯協議会と共催して航空自衛隊幹部候補生養成学校、スキャット
ジャパン（S.C.A.T.JAPAN）今中聡氏とマリオの仲間、奈良市消防署、三笠消防分団、大宮小学校とが一体となっ
て500人近くが参加され新聞、テレビのニュースに取り上げられ広く知り渡り大成功を収めたと思っております。
2650地区ガバナー特別賞と地区財団補助金30万円を頂き、その上に４月下旬には新世代育成基金奨励金、最高額の
20万円も頂き両方で50万円になりました。
２番目の１１月に行いましたダルク薬物濫用防止啓発講演会は新しく出来上がりました奈良市保険所をお借りして
未成年者を対象に大宮地区の中学生、高校生並びにその家族と関心のある人々に行いました。この奉仕事業にもロ
ータリー財団新地区補助金より3,500ドル（約30万）を頂きました。
３番目の奉仕活動は東日本大震災復興支援プロジェクトとして被害に遭われた子供達を失った親御さん達の心のケ
アを目的として行いました。北河原さん始め東大寺の皆様には大変お世話になりました。この事業は地区の東日本
震災復興事業でしたので、地区より最高額の75万円を頂きました。
　目標に掲げました2ツ目の会員の維持と増強ですが、69名でスタートしました前期は3名増3名減で増減は0でした
。後期は4名増2名減で2名の増員に成りました。現在会員数は71名で本年度は皆様のお陰で2名増員が出来ました。
会員の維持と増強はまず当クラブが楽しく魅力あるクラブになり全員で増強するという強い意志を持てば増強に繋
がるのではないかと思います。
　3ツ目に掲げたクラブ会員会親睦を深めようですが、当クラブほど旨くいっているクラブもめずらしいのではな
いかと思っております。会員間で思っている事をおたがいにいいあえているのは信頼関係が出来ているからです。
レクリエーションやゴルフやミニ親睦会、山登りなど参加者が楽しみにしておられるのではと思います。
　４ツ目のロータリー財団と米山奨学会を支援しようですが、地区からのクラブに対しての目標はほとんどクリア
させて頂きました。年次寄付は地区目標の160ドルを当クラブは244.67ドル、ベネファクター3名と目標をクリアし
、ポリオプラスも3年間の目標額をクリアしました。米山奨学会も1人当たり地区目標24,000円をクリアをしました
平均１人当り28,000円です。
　5ツ目のみんなで広報活動をしようですが、当クラブは昔からよい習慣があり、年度初に、会長、幹事、副会長
、奉仕プロジェクト委員長、広報委員長などがその年度の事業計画書と役員名簿を持参し挨拶を兼ね知事、市長、
奈良警察署長など各新聞社、又ＮＨＫ奈良放送局、奈良テレビ放送局などメディアに対して説明と内容などを伝え
に行き、又奉仕活動時期前にもう一度連絡を取って当日来て頂きまして、新聞又ニュースで流して頂くお願いをし
ております。
　次にガバナー輩出の件ですが、来週の７月１日からは北河原さんがガバナーノミニーとしてスタートする事にな
りますが、ガバナー年度が終るまで乗り切れば、奈良県下のロータリークラブは勿論の事、2650地区でも不動のク
ラブになるのではと思っています。
　次に年４回の家族親睦例会ですが、月見例会、年末家族例会そして花見例会、年度末家族例会と多数のご参加を
頂き殊にありがとうございました。特に親睦委員会の皆様には大変お世話をおかけしました。又御家族の皆様の御
協力に感謝を申し上げます。
　最後になりましたが、増井幹事を始め、理事、役員の皆様、各委員会委員長様と委員の方々の御協力があって無
事今日の日を向える事が出来ました。それと事務局員の古川さんには連絡など色々お手数をかけたと思います。皆
様どうもありがとうございました。これを持ちまして私の退任の挨拶とさせて頂きます。
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幹事退任挨拶
　どうも皆さん、一年間有難うございました。待ち
に待ったこの日がやっとやってまいりました。至ら
ぬ幹事ではあったと思います。ご迷惑を色々掛けた
と思います。先ずこの場をもってお礼と感謝の言葉
を述べさせて頂きたいと思います。
　一年間を振り返ってみましたら、理事会での審議
内容、進行、また会長・理事の皆さんには大変迷惑
をかけたと思いますけれども、皆さんのご支援でど
うにか一年を過ごすことができました。ありがとう
ございます。また、各委員長様にも、手続き、連絡
など多々不備があったと思いますが、どうかお赦し
を下さいますようお願い致します。
　私のような若輩者が幹事が務まるかどうか、大変
苦労してたと思います。心配をお掛けしたかと思い
ますが、皆さんの力で、どうにか一年過ごすことが
出来ました。
　特にクラブ協議の目玉であります鴟尾の会ゴルフコンペに於きましては、有井実行委員長、また髙野運営委員
長には大変お世話になり、有難うございました。
　奉仕プロジェクト事業は会長が特に力を入れた事業ですから、東日本大震災という大きな事件がありまして、
事業内容を一から考え直す、ということがありました。その中で、防災訓練、ダルク、東日本大震災支援事業（
通称：石巻プロジェクト）を実施することが出来ました。石巻・大川小学校の慰霊祭では、雪の中、熱がありま
すのに北河原さんが供養されているのが大変印象に残っております。本当に吹雪の中、神様が本当に見ているの
かな、というのが物凄く印象に残っております。
　また、現会員の日吉さんが死去されましたのは、大変ショックでした。また、成田さん、藤野さんが病気治療
された時は大変心配したんですが、成田山は元気に復帰をされてますし、藤野さんもかなり体調が良くなったと
聞いて安心しております。早く出てきて頂きたいのを心待ちにしております。
　会員増強につきましては、69名から2名増員することになり、新しい仲間も増えて、感謝しております。
　個人的には、小池先生、また橋本次年度幹事と一緒に行きました南相馬災害ボランティアが記憶に残っており
ます。あのような経験はロータリアンの皆様のような仲間から後押しをして頂かなければ、なかなかできない経
験だったと思っております。
　最後になりましたが、次年度会長はじめ、理事役員、また委員長の皆様のご活躍をお祈り申し上げて、私の退
任の挨拶とさせて頂きたいと思います。
　どうも一年間ありがとうございます。

坂井会員より退会挨拶
お時間を頂き、すみません。三年間、奈良大宮ロータ
リークラブでお世話になりました。植村さんと高辻さ
んに手続きをして頂き、飯田先生にインフォメーショ
ンをして頂いたのが、本当につい先日のように思いま
す。次の行先は大阪・本社になります。近い所におり
ますので、これまで同様宜しくお願いします。本当に
短い間だったんですが、色々とご指導頂いて、これか
ら皆さんの力になるべきところ、これからガバナー出
されて忙しくなるところ、欠けてしまって本当に申し
訳ない気持ちです。ただ、この奈良大宮ロータリーク
ラブで楽しく例会に参加させて頂いて、忘れ難い、去
り難いクラブに巡り合えたと思っております。引き続
き、宜しくお願い致します。どうも有難うございまし
た。

（増井幹事→橋本次年度幹事へ、幹事バッジ・鞄の引き継ぎ）
（橋本次年度幹事より増井幹事にPAST幹事バッジの贈呈）
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ニコニコ箱　　本日計 159,000円　累計　3,480,000円

次週の例会 平成２４年７月３日（火）会長幹事挨拶　友愛例会

井上正行　君　本年度一年間理事、役員各委員会委員
長様又会員の皆様さんの御協力に感謝
を申し上げます。事務局の古川さんに
も

北神徳明　君　井上会長、増井幹事　1年間本当に御
苦労さんでした。私くしも理事役員メ
ンバーの1人に加えていただき緊張の
なかに大変楽しくクラブライフを楽し
ませていただきました　次年度も緊張
感を保ちながら少しでも会のお役にた
てますようかんばらしていただきます

増井義久　君　本日は最終例会です。無事幹事終る事
が出来ました。一年間ありがとうござ
いました。

楠原忠夫　君　井上会長　増井幹事　ごくろうさんで
した

橋本和典　君　井上丸無事のご帰港おめでとうござい
ます　クルーの皆さん　ご苦労様、お
疲れ様でした。素晴らしい航海でした
ね。我々の楠原丸もいよいよ来週出帆
します。今回から定期航路の他に特別
航路も増えその探索も命じられていま
すので責任重大です。視界（シカイ）
良好な航海になる事を祈っています。

髙野　治　君　今年1年間、会員増強に多大なるご協
力を賜り、誠に有難うございました。
井上会長、増井幹事をはじめ、理事役
員の皆様　ご苦労様でした。

矢追家麻呂君　会長・幹事・理事・役員・各委員長・
委員の皆様、1年間お疲れ様でした。

宮西正伸　君　会場監督の宮西です。1年間皆様のご
協力有り難うございました。ニコニコ
委員会の皆様お疲れ様でした。

野﨑隆男　君　本日のミニ親睦会をもって一年間の親
睦活動が無事終了します。会員の方々
及び親睦委員会の皆様には、一年間本
当にお世話になりました。

中井一男　君　井上会長はじめ執行部の皆様　御苦労
様でした。

箸尾文雄　君　会長初め理事役員方大変お骨折りいた
だき有難う

平野貞治　君　井上会長並に役員の皆様　今年は大変
ご苦労様でした。

飯田二昭　君　井上会長、増井幹事はじめ役員の皆さ
ん、1年間お世話になり有難うござい
ました。

小池恭弘　君　井上会長ならびに役員のみな様一年間
御苦労様でした。

高木伸夫　君　井上丸のすばらしい航海と栄光ある帰
港に乾杯！！井上船長はじめ乗組員の
皆様ご苦労様でございました。

楠下重郎　君　井上会長、増井幹事一年間、ご苦労様
でした。

松岡弘樹　君　井上会長、増井幹事、一年間、大変ご
苦労様でした！！

佐川　肇　君　井上会長、増井幹事1年間ご苦労様で
した

藤井正勝　君　会長始め役員の皆様お世話をおかけし
ました。ありがとうございました。

武藤廣茂　君　井上会長、増井幹事様、おつかれさま
でした。楠原次年度会長、橋本幹事様、
よろしくお願い致します。

森下泰行　君　一年間ありがとうございました。次年
度、又よろしくお願いいたします

中嶌　大　君　井上会長、増井幹事、北神副会長　一

年間お疲れ様でした
植倉一正　君　理事・役員の皆さん、一年間、ご苦労

さまでした。
北河原公敬君　昨日、京都徳島へ行ってきました。瀬

戸内寂聴さん、山折哲雄さんと３人で
シンポジウムがあり出席してまいりま
した。多勢の聴衆でした。井上会長他
役員の皆様一年間ご苦労さまでした。

有井邦夫　君　三和住宅グループ　6/20創立５０周年
迎えました。皆様ニコニコ協力心より
お礼申します。尚、6/20より会長に就
任致します。よろしく御指導下さい。

藤川保雄　君　病院入院に際しクラブよりお見舞を頂
きありがとうございました。又、本年
度はお世話になり、次年度もよろしく
お願いします。

坂井宣之　君　本日で転勤により退会することになり
ました。3年間ありがとうございました。

濱田英資　君　先々週の日曜日に当会でご紹介のあっ
た橿原ロータリー主催「子ども和みフ
ェスティバル」に子連れで参加いたし
ました。親子ともども「奈良の伝統芸
能」に触れ、感激しました。ありがと
うございました。

成田　積　君　この一年間は、例会初め活動らしい活
動もしなくて、済みませんでした。来
期は、少しでも役に立つ活動を致した
いと思っております

土谷宗一　君　今年もお世話になりました
山本尚永　君　今年度は皆さんお世話になりました。

今日は梅雨の晴れ間に感謝して！
中村信清　君　昨日当神社の誕生祭で（鷽(うそ)替(か

え)神事）ＮＨＫ、奈良テレビで放映
されました。

渡辺英孝　君　２週連続の欠席　おわびに　ニコニコ
協力

高辻良成　君　植村委員長、谷川副委員長の皆勤賞に
心から、敬意を表します。こうなりゃ、
意地でも、３５０、達成されますよう
に！！

清岡正教　君　ニコニコ委員会の皆様　１年間ごくろ
うさまでした

倉田智史　君　次年度もニコニコ　よろしくお願い致
します

石野捨雄　君　ニコニコに協力します
楠木重樹　君　ニコニコ協力
中奥雅巳　君　ニコニコ協力
大塩栄作　君　ニコニコ協力
森山斗福　君　ニコニコ協力
門脇伸幸　君　ニコニコ協力
武中洋勝　君　ニコニコ協力
堀内眞治　君　ニコニコ協力
谷川千代則君　ニコニコにご協力ありがとうございま

した。
植村将史　君　本年度最後のニコニコ報告になります

　1年間皆様にご協力いただいたおか
げで優秀な成績を残せたと思います　
本当にありがとうございました　で　
数字ですが　348万円となりました　
350まであと一歩ですが本日例会終了
まで受付いたしますので　皆様、追加
のニコニコお待ち申し上げます　特に！
会長幹事　よろしくお願いいたします

・・・
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