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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33回 3月5日
通算1638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 ７名
◎出席者 ５８名
◎出席率 ８９．２３％

第31回 2月19日
通算1636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 １０名
◎補填者 ９＋２名
◎出席者 ６７名
◎出席率 ９８．５３％

例会プログラム

第34回 3月12日
通1639回

１．開会の点鐘 17時30分
２．ソング
「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介
４．会務報告
５．卓話

ﾀﾞｲｼﾝ化工㈱取締役
社長室長 森井康文様
ｼﾙｸﾛ-ﾄﾞの終着点
～奈良の響き～

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

本 日 の お 客 様

●吉岡 正志 様（三笠中学校区地域教育協議会 会長）
●長浜 博己 様（三笠中学校 校長）
●平川 泰厚 様（京都山城ＲＣ）
●中村 仁 様（奈 良ＲＣ）
●ダンガル，イシュワリさん（米山奨学生）

会 長 報 告

本日第9回目の定例理事会が開催されましたので、報告します。
●清岡会員が入院されています。生駒の近大病院で、面会時間が13：
00-19：00です。次の木曜日に会長、幹事、親睦委員長でお見舞に
行きたいのですが、（現在）入院されていますので、報告させて頂
きます。
●ローターアクト地区大会等協賛金について、￥30,000クラブより
納入しておきました
●新世代員会の「子供達の目線からみた大人たちへの啓発活動」に
つき、決算報告がありました。
●地区大会選挙人信任状証明書について。地区大会の選挙の際にク
ラブより会長、副会長、幹事の３名を指名いたしました。
●国際ロータリー年次大会について。ポルトガルで行われる国際大
会へは当クラブからは残念乍ながら出席される方はおられません。
●社会奉仕委員会による特大献血マスコット寄贈並びに第2回献血
協力については、後程宮西社会奉仕委員長より報告があります。
●第3回家族親睦例会は4月9日の繰り下げで4月7日に行います。4月
9日ビジター受付を行ないます。
●ＲＹＬＡ参加者ですが、中嶌会員の御子息にご参加頂きます。ク
ラブより費用負担の承認を致しました。
●ロータリー世界平和フォーラム広島大会出席者ですが、現在の所
6名の方に出席して頂きますので、その参加料をクラブで負担する
ことを理事会で了承して頂きました。
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●3月12日恵比寿ＲＣから22名の方がお水取りの見学に来られるそうですので、クラブでも潮
田副会長を中心として接待について協議しました。
以上で本日の理事会報告を終ります。

委 員 会 報 告

職業奉仕委員会：大塩委員長
職業奉仕委員会から一言お礼申し上げます。3/3地区の職業奉仕講演会に参加して頂きました
たくさんの方々、有難うございました。講師の北河原ノミニーがお話をされるということで、
ガバナー輩出クラブとして地区の参加クラブの中で最多の出席をして頂きました。紹介を頂
き、お褒めを頂きました。有難うございました。皆さんのご協力に感謝致します。

社会奉仕委員会：宮西委員長
社会奉仕委員会から献血のご協力のお願いです。急遽言って申し訳ないのですが、3/14、こ
の日は鴟尾の会の行事とかぶってしまって申し訳ないのですが、10：00-16：00献血のご協力
をお願いします。場所は近鉄奈良駅ビルですが、只今工事中で奈良駅の西側にテントを張っ
てお待ちしております。この時にお越し頂いた方はＭＵ扱いになりますので、よろしくお願
い致します。それと、「献血協力のお願い」という文書を皆さんのテーブルの上に置かせて
頂きましたが、下部にマスコットのイラストがあるかと思いますが、これはご当地献血ちゃ
んで、我々社会奉仕委員会で「なんとか献血について、よりアピールしやすい方法はないか」
ということを考え、このご当地献血ちゃんの特大マスコットを作ろうということで作成致し
ました。このサイズでは全国で初めての試みということです。この第2回献血協力の際に初デ
ビューさせますが、次回例会時こちらにお持ちしまして皆様にも是非ご覧頂きたく思ってお
りますので、楽しみにしておいて下さい。

新世代委員会：藤井委員長
今回何故（三笠中学校区地域教育協議会/会長/吉岡正志様と三笠中学校/校長/長浜浩巳様に）
お越し頂いたかと申しますと、「奈良大宮ＲＣがよく自治会に奉仕したから感謝状を贈呈し
たい」ということで、来て頂きました。クラブとしては自治会がなければ新世代はあまり何
も動かないのですが、逆に感謝状を頂戴することになりました。
「感謝状 奈良大宮ロータリークラブ 殿 貴クラブは、三笠中学校区地域協議会の活動に
理解を示され、本校区の発展に寄与されました。特に、なら三笠まほろぼ文化祭の川柳とフォ
トコンテスト及び子ども未来会議を成功に導き、地域貢献に尽力されました。その功績は誠
に大なるものがあり、ここに深く感謝の意を表します。平成25年3月 三笠中学校区地域教育
協議会 会長 吉岡正志」
（長浜浩巳 校長より一言）
こんばんは。初めてお邪魔させて頂きました。今も有井さんとお久しぶりに（十年ぶりに）
お会いしまして、この例会を毎週火曜日にされているということを初めて私は知りました。
こういう地道な活動で本当に長い間されていることが今、私達の子供達・地域を支えて頂い
たということにとても心から感謝をしております。本日はどうもありがとうございました。

雑誌・広報委員会：髙野委員長
3月の「ロータリーの友」の読みどころを紹介いたします。
先ずいつものように縦書きの巻頭ですが「日本人のこころと平和」ということで静岡県立大
学の本田先生教授が講演をされております。この四半世紀の世界の情勢というものを非常に
解り易く分析され、日本人の本質的なこころや憲法問題にも触れた上で、「平和」というの
は一体どういうものなのか、その平和を守るためにはどうしていったら良いのか、というこ
とを述べられております。こういった問題には色んな考え方の方がいらっしゃるかと思いま
すが、見識あるロータリアンの皆様にとっては非常に示唆に富む内容でおもしろいと思いま
す。それと、16ページですが、いつも「同論・異論」というのがありまして、毎月テーマを
決めて色々投稿する、というものですが、今回のテーマが「例会の回数を減らすことについ
て」ということで非常に興味深く読ませて頂きました。例会の回数についても色々書いてあ
りますが、それ以外にも例会というものはどのようにあるべきか、とか会員拡大のことにも
触れており、非常におもしろいかと思います。逆に横書きの方ですが、11ページから「あの
日から・・・・・・」という題で、陸前高田の佐々木さんという幹事の方が書いておられま
す。3月号とういうことでこういった記事が載せられたかと思いますが、2年前の3月の大震災
について、テレビや報道で色々見てきましたが、私は不勉強なのかも知れませんが、ロータ
リアンがこのようにきちっと書かれた文章というのは私は初めて見まして、改めて同じ仲間
のロータリアンがどのような酷い目に遭われたのか、それからどんどんどんどん陸前高田が
立ち直って行こうとしておられますが、その過程なんかも書かれてまして、皆さんにも是非
読んで頂きたいと思いますので、よろしくお願い致します。

35周年準備委員会：小池委員長
来週例会終了後委員会を開催致しますので、委員の方はご参加下さい。尚、次年度会長幹事
も出席お願い致します。
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米 山 奨 学 金 支 給

米山奨学生：ダンガル，イシュワリさん
学 校：帝塚山大学
月額奨学金：10万円

米山奨学生・ダンガル，イシュワリさんより終了にあ
たり一言
今日はさっきもおっしゃいましたが最後ということで、
少し心で「えっ？！」と思いましたが、最後というの
は奨学生として例会に参加するのは最後だと思います。
この米山ロータリー奨学生でロータリアンの方々、髙
野さんはじめ皆さんの温かい雰囲気の中で一年があっという間に経ちました。今日で奨学生
の人生というか、恐らく日本での学生の人生も終りかも知れませんが、米山ロータリーとの
縁は決して忘れることはできません。それから将来私もロータリアンとして活動しようと思っ
ておりますので、これからも色々語ることがあると思います。どうかよろしくお願い致しま
す。一年間本当に色々迷惑かけたと思います。特に食事の件で迷惑かけたことは本当に心か
らお詫び申し上げます。一年間誠に有難うございました。

卓 話

美術絵文字作家・エモアール有限会社 代表取締役
生き物文化誌学会正会員 豊下 康次 様 生き物達の創作絵文字～絵文字ビオアート～

本日の講師、豊下康次様は、美術絵文字作家、生き
物文化誌学会正会員、エモアール有限会社・代表取
締役をされております。１９５０年大阪生まれ、当
クラブの橋本幹事と同じ年、幼稚園～中学校の幼馴
染で大変仲良くされておられました。１９７６年パッ
ケージデザイン協会の技術会員、１９８８年エモアー
ル有限会社を設立されました。
１９９５年、美術絵文字の研究と創作を開始され、
２００４年、A－２１国際美術展に絵文字作品を出展、
（大阪港海岸通りCASOギャラリー）また同年A－２１
国際美術展ポーランド展（ポズナン市立アウセナウ
ギャラリー）にポーランド語を含む絵文字２１種類
を出展されました。さらにA－２１国際美術展、台湾・

国立中正紀記念堂にて、日本A－２１ART国際美術交流展に「鯨」絵文字を出店されました。
２００６年には、イタリアボローニャ国際絵本原画展入選（５ケ国語の動植物絵文字）、プ
レミオイタリア２１にバレーナ鯨の絵文字（イタリア語）でエコ特別賞を受賞され、これは
現在フェレンツェのカプライヤ市の市庁舎に収蔵されております。また同年、プレミオフェ
レンツェ現代美術展に「秋の微風（動植物絵文字作品）」でジュベローゼ賞を受賞されてお
ります。２０１２年４月には、アラブ首長国連邦国シャルジャ政府展の招待作家として、絵
文字作品を出展されております。個展としては近鉄百貨店、京阪百貨店などで多数開催され
ております。例会では、ご自身の経歴や、絵文字を始められたきっかけ、受賞作品を含む多
数の絵文字作品を映像と解説を交えてご紹介いただきました。

ニコニコ箱 本日計 66,000円 累計 2,349,000円

楠原忠夫 君 豊下様 本日の卓話宜しくお願いします。 3/3(日)地区職業奉仕講演会、北
河原さんはじめ出席して頂いた方々ご苦労様でした。また2/28(木)森一紀さ
んお世話になりました。

橋本和典 君 豊下康次先生 ようこそおいで下さいました。50年前の大阪市立常盤小学校6
年4組の同級生としてとても嬉しいです。今日はあのファンタジィーあふれる
絵文字の世界に我々を誘って下さい。「講師紹介」せずにご免なさい。僕が
すると話す事がイッパイで君の卓話時間が無くなってしまいそうなのでニコ
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ニコにて失礼します。よろしくお願いします。
藤井正勝 君 大宮地区自治連合会 会長 吉岡様 おこしいただき またご協力賜わりあ

りがとうございます。
有井邦夫 君 3/4職業奉仕委員会の行事北河原ガバナーノミニーの講演会に出席しました。

奈良大宮ＲＣのメンバーの皆様方の参加にお礼申します。
髙野 治 君 イシュワリさん、1年間ご苦労様でした。4月からの新しい人生も頑張って下

さい。
宮西正伸 君 3/14 献血にご協力よろしくお願い致します。
辻本和弘 君 情報集会第3班の皆さま、お疲れさまでした。初の班長でしたが、無事に終る

事ができました。ありがとうございました。
森 一紀 君 先般は情報集会でご利用賜わりありがとうございました。
山本直明 君 結婚記念日のお花 ありがとうございました。感謝
小原靖浩 君 植村さん、高辻さん、先日はどうもありがとうございました。
高木伸夫 君 長期欠席のおわび
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
潮田悦男 君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力
今﨑和民 君 ニコニコ協力
山本尚永 君 ニコニコ協力
武中洋勝 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 3月に入り少し暖かくなってきました。心も暖かくなってニコニコボックスも

ホクホクすればいいな～ということで、今月もニコニコにご協力をどうぞ宜
しくお願いします。

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

例会変更のお知らせ

3 月 ■橿原ロータリークラブ■
・３月１８日（月）・・・定款第６条１節(C)により、休会。
※ビジター受付は、行いません。
■奈良東ロータリークラブ■
・３月２０日（水）・・・定款第６条１節(C)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■
・３月２０日（水）・・・休日の為、休会。
※ビジター受付は、行いません。
■奈良西ロータリークラブ■
・３月２１日（木）・・・定款第６条１節(C)により、休会。
※ビジター受付は、行いません。

4 月 ■奈良東ロータリークラブ■
・４月１０日（水）・・・桜花例会の為、移動例会となります。
日時：４月１０日（水）18：00～
場所：遊景の宿 平城（TEL:0742-23-5255）

※ビジター受付は、17：30-18：00までホテル日航奈良３階ロビー
にて行います。

■生駒ロータリークラブ ■
・４月３日（水）・・・家族親睦移動例会の為、変更。

場所：神戸市内
※ビジター受付は行いません。
■桜井ロータリークラブ ■
・４月３日（水）・・・移動例会の為、日時・場所変更。
日時：４月７日（日）
場所：倉橋ため池ふれあい公園にて
社会奉仕事業による「さくら祭り」

※ビジター受付は、４月３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。

5 月 ■桜井ロータリークラブ■
・５月１日（水）・・・定款第６条１節(C)により、休会。
※ビジター受付は、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。

次週の例会 平成２５年３月１９日（火）休会

次々週の例会 平成２５年３月２６日（火）
卓話 株式会社ナラプロ 代表取締役 加藤真治 様
プロスポーツを通じた地域振興


