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2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第19回 11月13日
通算1624回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １０名
◎出席者 ４９名
◎出席率 ８３．０５％

第17回 10月30日
通算1622回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ９名
◎補填者 ４＋２名
◎出席者 ５８名
◎出席率 ９２．０６％

例会プログラム

第20回 11月20日

通算1625回

１．開会の点鐘 17時30分

２．ソング

「四季の歌」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

米山奨学生

ﾀﾞﾝｶﾞﾙ，ｲｼｭﾜﾘさん

６．閉会の点鐘 18時30分

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

会 長 報 告

本日例会前に第五回の理事会を開催致しました。理事会報告をさせ

て頂きます。

〇報告事項

●11/6（火）ガバナー公式訪問、無事終わりました。会員の皆様方

には色々とお世話になり誠に有難うございます。10/28のＩＭへも

多数の参加、有難うございました。ガバナー事務所と橿原ロータリー

クラブからお礼状が届いております。回覧致しますので、皆さん、

ご覧ください。

●9/9家族例会の会計報告がありました。

●10/21職場見学の会計報告がありました。

●第2回情報集会について後程、副会長より案内があります。

●12/9家族親睦会について、後程植村委員長より報告があります。

●11/10奈良県下ロータリークラブ会長・幹事会が桜井ＲＣのホス

トでありました。クラブ間の情報交換及び親睦を深めました。一つ

だけ、王寺ＲＣが今度「やまと西和ロータリークラブ」にH25年1月

より名称変更されます。皆さん、覚えておいてください。

本 日 の お 客 様

●平川 泰厚 様（京都山城ＲＣ）

●横田 進 様（平城京ＲＣ）

●辻 弘明 様（平城京ＲＣ）
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委 員 会 報 告

指名委員会・冨川委員

本日例会終了後、指名委員会を開催致しますので、関係の皆様はお集まりください。尚、今

回の指名委員会は大変変則的にやっております。7名の委員の内、3名が現在自宅療養中とい

うことで、本来は成田積さんが指名委員長でございますが、私が代行ということで務めさせ

て頂きます。成田委員長につきましては個人的に連絡をとりまして、身体は不調ということ

ですが、頭と口は大変健康でございまして、十分意向を聞いております。その分も含めて今

日やりたいと思います。よろしくお願い致します。

社会奉仕委員会・宮西委員長

社会奉仕委員会では、12月初旬から年末にかけまして、奈良警察署北側の壁面にちょっと大

きめの、交通事故防止啓発の為のイルミネーションの飾りつけを行いたいと思います。点灯

式というのがございまして、未だはっきりした日程は決まっておりませんが、次回例会の際

に点灯式についてはご案内させて頂きます。それまでに色々看板などの構造物の作製にある

程度の人数が必要ですので、委員会メンバーはじめ、委員会メンバー以外の方にも急に依頼

するかも知れませんが、何卒宜しくお願いします。

社会奉仕委員会の方は例会終了後、お集まりください。

ロータリー財団常任委員会・森下委員長

財団委員会から皆様にご案内とお願いを申し上げます。

●本日皆様に、地区財団委員会で作製された「わたし達のロータリー財団」という冊子テキ

ストと、ポリオの宣伝パンフをお配りさせて頂いております。中身は大変見易く解り易い立

派なテキストだと思います。皆さん、十分読んで頂いて財団への関心・理解を深めて頂けれ

ば、と思います。よろしくお願いします。

●本日財団担当のクラブ討論会に当っておりますが、先日ご案内させて頂いた通り、討論会

に替えまして、地区財団のポリオプラス委員会の委員をされております河野良文様にお出で

頂きまして、ポリオプラスの活動についてご講話を頂くことになっております。河野様は、

奈良ＲＣの所属でございます。是非皆様よくご承知いただきます様宜しくお願い致します。

河野様は、大安寺の貫主をされており、大変お忙しい中、お出で頂きました。河野様、どう

ぞよろしくお願い致します。またご講話の前に地区財団の委員をされております楠原会長よ

り財団の仕組みや補助金の流れについて簡単にお話を頂くことになっております。

●本日ポリオプラスの募金をお願いしたいと思います。後で募金箱を回させて頂きます。コ

インではなく、札の方で出来るだけたくさん入れて頂きます様お願い致します。

●年次寄付の方も、今日もだいぶ出して頂いており、半分以上集まってきておりますが、27

日は休みになりますので、まだの方は来週の例会に出来るだけ出して頂く様お願い致します。

○審議事項

●クラブ研修会についてＲＬＩ委員会より要望がありましたので、理事会でまた検討して返

事したいと思います。

●世界平和フォーラム広島大会が5月17日・18日に開かれますので、楠下国際奉仕委員長の意

見も入れまして、クラブとしては参加の方向で検討したいと思います。

●11/27休会、12/11移動例会についてはビジター受付することで、理事会決定しました

●年末交通事故防止啓発活動協力事業について、宮西社会奉仕委員長より提案がありました

ので、理事会で承認しました。また後程報告があります。
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クラブ管理運営常任委員会・潮田委員長

●状差しに情報集会の場所、割振りをした紙を入れておきましたので、変更希望の方は各班

長に連絡してください。今回新たに二か所付け加えました。その内の一か所、「吟」という

所が、ＪＲ奈良駅前と書いたのですが、実は新大宮駅の方が近いようです。煉瓦亭の近くだ

そうです。詳しい場所は班長さん等に訊いて頂けたら、と思います。

●来年の1月25日（金）～27日（日）まで、世界平和フォーラムがハワイのホノルルで3日間

行われます。当クラブからも参加したいと思いますので、私も行くつもりですが、河本ガバ

ナーも行かれるそうです。もう日が迫っております。クラブ・個人単位、どちらの申込みで

もいけますが、参加希望者は今日から次回ぐらいまで回覧しますので、記入して下さい。分

らないことがあれば私に訊いてください。場所は、ハワイ・ホノルルのアラモアナホテルで

す。ヒルトンハワイアンビレッジとか殆どのホテルから近い便利な所です。姉妹クラブ訪問

も兼ねたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

親睦活動委員会・植村委員長

●既に皆様の御家庭の方に、郵送にて到着しているかと思いますが、12/9（日）大阪キタの

ロイヤルホースで年末の家族親睦例会を開催したいと思います。本日より出欠の回覧をして

おります。多数のご参加、よろしくお願い致します。ご案内の時には、バスの時間等が決まっ

ておりませんでしたが、決定しましたので、この場をお借りしてアナウンスメント致します。

当日奈良マラソンのために、若干場所等苦労したんですが、奈良交通さんのご厚意で、西大

寺駅南口（改札出た所）に14：30集合ということになっております。バス一台ＭＡＸで53名

までいけますので、大体の方は乗って頂けるかと思いますが、勿論健脚の方は電車でお願い

するかも知れませんが、よろしくお願い致します。

●今週、もう間近になりましたが、明後日、親睦会のゴルフ大会を行います。参加して頂け

る方はお忘れなきようお願い致します。

●来週11/20、ミニ親睦会として、新入会員歓迎会を当奈良ホテルで行います。例会後この場

か、もしくは場所が変るかも知れませんが、会費2,000円で、歓迎会を行います。それにつき

ましても本日出欠表を回しております。多数のご参加、よろしくお願い致します。

３５周年準備委員会・小西委員

先日35周年記念準備委員会が開催されました。第一回目と言う事で、決まったことを私の方

から発表させて頂きます。

準備委員長：小池 恭弘

副 委員長：中條 章夫

会 計：矢追家麻呂

書 記：高辻 良成

委 員：高木 伸夫、植村 将史、増井 義久

オブザーバー：小西 敏文、植倉 一正

第一回目で決まったことを申し上げますと、35周年記念式典は、2014年1月21日（火）当奈良

ホテルで行う。準備委員会は、来年7月に実行委員会となり、本日参加の9名の委員に当該年

度副会長を加えた10名で構成する。記念事業については、実行委員会単独で企画立案するの

ではなく、当該年度の奉仕プロジェクト委員会と一体となって行う。また、内容は、ロータ

リーの金看板である、職業奉仕をベースとしたものにする。ということを決めさせて頂きま

した。今後は、準備委員会は適宜行い、会員の皆様方に対する発表は小池委員長からして頂

くことが決定しました。
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ロータリー情報委員会・飯田委員

「ロータリーのエピソード（3）全米ロータリークラブ連合会から国際ロータリーへ」

これまで、「ロータリーの誕生」、「ロータリーの哲学の誕生」について紹介されました。

三回目の今日は、全米ロータリークラブ連合会の発足から国際ロータリーになるまでの「国

際ロータリーの誕生」について、紹介します。

1910年（明治43年）ロータリー誕生後5年で、クラブ数は15クラブになり、拡大委員長のチェ

スレー・ペリーは各クラブの持っている自治権のうち 1.奉仕の哲学、2.ロータリーの拡大、

3.情報の媒介、の3つを各クラブから預かり連合会に委託する事を提案、各クラブの賛成を得

て、全米ロータリークラブ連合会を発足しました。

その12年後の1922年、国際ロータリーと改称された国際大会で、標準クラブ定款・細則が決

まり、例会の毎週開催も義務付けられました。また、「徽章の草案、採用及び保全」の権限

をR.I.理事会に与えました。

国際大会で審議されていた規定変更の各クラブからの立法案の提出数が年々増加し、1930年

の25周シカゴ大会では、提案数の多さと、参加者数が1万人を超え、立法案の審議が大変になっ

た為、立法案を予め審議し、国際大会に推薦提言する機関の必要性が説かれ、1932年シアト

ルの国際大会で規定審議会の設置が提案され、翌年の1933年ボストンの国際大会で規定審議

会を開催することが決定されました。

規定審議会は国際大会に先立って立法案を審議し、国際大会に提案する諮問機関となり、197

0年（昭和45年）に規定審議会がRIの立法機関と位置づけられ、国際大会は規定審議会の決定

事項の再審議を行う事になりました。

1974年からは3年毎の開催になり、1998年（平成10年）の国際大会で、再審議機能を全クラブ

による郵送投票にすると決定されました。

クラブからロータリー定款・細則、標準クラブ定款を変更する立法案を提出するためには、

地区大会かもしくは郵送投票での地区の審議を受け、規定審議会の開催年の前年12月31日ま

でに事務局長に提出する事になっています。

ロータリーの組織はこの107年の歴史の中で、いろんな工夫や知恵がこめられています。ロー

タリーの仕組みつくりにはロータリアン全員が参加出来るようになっています。

前回の規定審議会では219件の立法案（制定案、決議案）が提案されました。次回の規定審議

会は2013年に開催されます。
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ロータリー財団簡単説明

ロータリー財団の正式名称は、「国際ロータリーのロー
タリー財団」です。
国際ロータリーとロータリー財団は、一体のものです。
国際ロータリーとロータリー財団は、一体となって、
ロータリーの綱領とロータリーの使命を遂行するため
の努力を重ねております。

●ロータリー財団について、簡単に説明致します。

①ロータリー財団の使命と標語について。
・ロータリー財団の使命は、「ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、
貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」です。

・ロータリー財団の標語は、「世界でよいことをしよう」です。
②ロータリー財団は皆様の寄付によって成り立っています。
・寄付には、大きく分けまして、恒久基金、年次基金、使途指定寄付の3つがあります。
・それぞれの寄付に対し、感謝を表わす為の認証があります。
③ロータリー財団は5つのプログラムを通じて社会貢献をしています。
・グローバル補助金、パッケージ・グラント、地区補助金の3つの補助金プログラムと、ロー
タリー平和センタープログラム、そしてポリオ・プラス・プログラムがございます。

④これからのロータリー財団の方向について。
・プログラムと運営を簡素化する。
・世界の優先的ニーズ（6つの重点分野）に焦点を絞り、 大の成果が期待できるようロータ
リアンの奉仕活動を支援する。

・世界的目標と地元の目標の両方を果たす。
・意思決定をさらに地区に移行することによって迅速に地域のニーズに対応し、効果的な奉
仕活動を可能にする。

・多くのロータリアンがロータリー財団のプログラムに参加し、財団資金を有効に活用し、
活発に社会貢献を果たすことにより、ロータリーの公共イメージが高まる。

財団寄付金の使用の流れ
皆様の寄付金がどのように使われているかを説明致します。
①シェアシステム
・年次基金寄付と恒久基金収益を、3年後に国際財団活動資金（ＷＦ）と地区財団活動資金
（ＤＤＦ）にそれぞれ50％ずつ配分することをシェアシステムと言います。
②国際財団活動資金（ＷＦ）は、ロータリー財団管理委員会が使途を決定します。
・主に、グローバル補助金に使用します。

クラブや地区が、国際プロジェクトを計画し、財団にグローバル補助金申請をします。財
団が承認すると、国際財団活動資金（ＷＦ）から、グロ－バル補助金としてクラブや地区
が計画実施するプロジェクト専用口座に振込まれる。

・パッケージ・グラントの資金に使用されます。
ロータリー財団が立案し、戦略パートナーと合同で実施する長期的、大規模なパッケージ・
グラントプロジェクトに活用します。

③地区財団活動資金（ＤＤＦ）は地区やクラブが使途を決定します。
・地区財団活動資金（ＤＤＦ）の50％は、地区補助金に使用します。
クラブが地区に個別プロジェクトを申請し、地区が審査します。
地区で承認された個別プロジェクトをスペンディングプランにまとめ地区から財団に一括
申請し、財団より 終的に正式な承認を得ます。

・クラブや地区が計画するグローバル補助金事業の資金として使用します。
クラブは、国際プロジェクトを計画する際、その資金として地区財団活動資金（ＤＤＦ）
を活用したい場合は、地区にＤＤＦ活用申請書を提出し、審査を受けます。

・ポリオ・プラス基金やロータリー平和フェローシップ基 金、ロータリー平和フェローシッ
ププログラムへＤＤＦを寄贈する。
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卓 話

RI2650地区・地区ポリオプラス委員会 委員・奈良RC 河野良文 様

ポリオ・プラスに関してお話しさせていた

だきます。ポリオ・プラス自体ほとんど終

わったのではないか、今更ロータリーがし

なくてもという意見もお聞きしますが、ポ

リオはまだ完全には終わっておりません。

ポリオは人類が誕生して間もなく起こった

病気で、日本では一番流行しましたのが１

９６０年代、北海道を中心に約６０００人

の患者が出ました。その際ソ連からワクチ

ンを１３００万人分緊急輸入し、一斉に子

供たちに投与しました。一斉投与したこと

が非常に有効で、ポリオの発症が激減しました。そこで世界でも一斉投与することがポリオ

をなくす戦略となり、そのことによって一気にポリオが減っていきました。世界では１２５

カ国で約３５万の患者が毎年出ていましたが、去年の集計では世界で５３例の発症しかなく、

激減はしております。日本では新生児にポリオワクチンを国で義務化して投与しますので、

皆免疫を持っており、ポリオを発症しないといわれております。しかし世界では実際にポリ

オの野生株が、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアの３カ国でまだ残っており、毎

年その周辺の１７カ国、南方アジアやアフリカ、南太平洋の島国でも時折患者が出ている実

態があります。ですから常に免疫を付ける努力をしていかなければならず、そのためには莫

大な費用が必要となります。国力が十分なところはいいわけですが、開発途上国や戦争地域、

貧困国はワクチン投与が困難です。その資金援助をロータリー財団が行うということです。

ロータリー財団はポリオに対して常に多大な寄付をして、世界でポリオを撲滅する運動を続

けております。２６５０地区でも様々な国でワクチンを投与し、地区だけで行動したことも

ありまして、他にない大きな実績は非常に高く評価されております。ポリオ・プラスに出す

お金は様々な国で使われ、全体の費用は小さな国の国家予算かそれ以上の規模で、ワクチン

輸送、出向く人々の交通費、その国の社会動員、保険要員の研修などの運営資金に使われて

おります。ポリオ・プラスのプラスについてですが、様々な病気の中で、ジフテリア、破傷

風、百日咳、はしか、結核、これら５つの病気をポリオにプラスして世界から無くしていこ

うということです。世界で恐れられてい

ました天然痘は１９７０年に撲滅されま

した。ポリオも完全撲滅のためにはワク

チンを投与し、抗体を皆につけてもらう

運動を継続的に展開する必要があります。

そのためにロータリー財団として力を注

ぐことが今なお続いているということで

す。皆様にはご理解いただいき、ポリオ

に対するご寄付を今後ともよろしくお願

いいたします。
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（2012～2013）奈良大宮ロータリークラブ第２回親睦ゴルフコンペ

平成２４年１１月１５日（木）

場所 飛鳥カンツリークラブ

参加者 冨川 悟、小西敏文、石野捨雄、藤井正勝、武藤廣茂、潮田悦男、増井義久、大塩栄作、

西口栄一、高野治、野﨑隆男、中奥雅巳、植村将史、谷川千代則 懇親会：橋本和典

優勝：小西 敏文 君 準優勝：高野 治 君 ３位：中奥 雅巳 君

ニコニコ箱 本日計 63,000円 累計 1,334,000円

河野良文 様（RI2650地区・地区ポリオプラス委員会 委員・奈良RC） ニコニコ協力
横田 進 様（平城京ＲＣ） 新入会員の研修でよせて頂きました。宜しくお願いします。
楠原忠夫 君 河野貫主 本日の卓話宜しくお願いします。11/6（火）ガバナー公式訪問無

事終りました。会員の皆さんに感謝！
橋本和典 君 丁度１週間前の今日、家内が階段を踏み外してギブス生活に 幸い骨には異

常がなかったのですが、大変不自由な状態でした。今は回復、その間私は彼
女の足となり（手は使えるので）ずっと買物に家事にと頑張りました・・・
と自負していますが、彼女に通じている事やら。

中嶌 大 君 河野様 本日は卓話ありがとうございます。
西口栄一 君 ニコニコ協力とちょっと良い事があり。
森 一紀 君 おかげ様で秋篠宮殿下、妃殿下のご宿泊が無事終りました。ありがとうござ

います。
有井邦夫 君 昨日は、十津川、大塔村、慰霊祭、北河原管長並びに東大寺の皆様と参加さ

せて頂きました。ありがとうございました。
武藤廣茂 君 昨日は、十津川村、大塔村、災害被災地、慰霊祭に参加させて頂きました。

北河原様、東大寺の皆様ありがとうございました。
植倉一正 君 １１月１１日、雨の中、山歩き会で、音羽山から熊ヶ岳まで縦走して来まし

た。山歩き会の皆さん、お疲れさんでした。
武中洋勝 君 今月は両親の83回目と73回目の誕生日を控えています。１週間程顔を見せな

ければ家内に親不孝者のようにグチを。そんな両親にいつまでも元気にニコ
ニコ
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水野憲治 君 結婚祝いの品ありがとうございました。
多田 実 君 連続欠席のおわびに
植村将史 君 ニコニコ協力
柴田直三 君 ニコニコ協力
堀内眞治 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
弓場裕史 君 ニコニコ協力
西本隆一 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ
１1 月

■橿原ロータリークラブ■
・１１月３０日（金）・・・あすかロータリークラブとの合同夜間例会
の為、変更。
時間：１８：００～

※ビジター受付は当日の12：00-12：30まで、橿原ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

■あすかロータリークラブ■
・１１月３０日（金）・・・橿原ロータリークラブとの合同夜間例会
の為、変更。
時間：１８：００～

※ビジター受付は１１月２９日（木）12：00-12：30まで、橿原ロイヤル
ホテルフロント横にて行います。

１2 月
■桜井ロータリークラブ■
・１２月５日（水）・・・家族忘年会の為、例会日時・場所変更。
日時：１２月８日（土）
場所：帝国ホテル

※ビジター受付は１２月５日（水）例会場（桜井市まほろばセンター）
にて12：00-12：30まで行います。

■あすかロータリークラブ■
・１２月６日（木）・・・家族親睦望年会の為、例会変更。
日時：１２月８日（土）１８：００～
場所：スイスホテル南海大阪

※ビジター受付は１２月６日（木）12：00-12：30まで、橿原ロイヤル
ホテルフロント横にて行います。

■橿原ロータリークラブ■
・１２月１４日（金）・・・望年親睦家族会の為、変更。
時間：１８：００～
場所：帝国ホテル大阪

※ビジター受付は当日の12：00-12：30まで、橿原ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

■奈良ロータリークラブ■
・１２月２０日（木）・・・忘年家族会の為、時間変更。
時間：１６：００～１７：００
場所：奈良ホテル

※ビジター受付は12：00-12：30まで、奈良ホテルにて行います。

１ 月
■桜井ロータリークラブ■
・１月２日（水）・・・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。

次週の例会 平成２４年１１月２７日（火） 休会

次々週の例会 平成２４年１２月４日（火） 卓話
社団法人奈良市観光協会 事務局長 長岡 光彦 様
「観光活性化の決め手は、食事・女性・情報発信力」

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳


