
本 日 の お 客 様

●岡田 吉正 様（奈 良ＲＣ）

会 長 報 告

改めましてこんばんは。
何と言いましても今日の報告は、奈良県御所市出身のスノーボード・
ハーフパイプで銅メダルを獲った平岡君（18）高校3年生ですが、
奈良県からオリンピック銅メダルを獲ったというのは本当に素晴ら
しい。奈良県の名を上げて頂いたと本当に喜んでおります。これか
ら何個日本の選手がメダルを獲ってくれるかわかりませんが、残り
わずか、頑張って頂きたいと思います。
報告事項と致しまして、RI5000地区のハワイ州の地区大会参加のお
願いが来ております。今年の5月1日～4日までオアフ島のタートル
ベイリゾートで行われます。出席しようと思われる方は渡辺国際奉
仕委員長までお申し出ください。
奈良のどこで観測しているか知りませんが、奈良でも18か、20年ぶ
りの26cmという積雪があったということです。私の所では30cm余り
の雪が降りまして、金曜日～日曜日の3日間は本当に陸の孤島のよ
うになっておりました。まだまだ寒い日が続きます。どうぞお体、
ご自愛下さい。

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：谷川委員長
鴟尾の会のゴルフコンペの案内が来ております。日時が4月11日
（金）場所は奈良柳生C.C.になっております。今日から回覧します
ので、是非多数のご参加お願いします。

幹 事 報 告

●例会変更の案内が生駒ロータリークラブより来ております。
2月19日の例会場は桃谷楼生駒店からアントレいこまに会場変更に
なります。
●ロータリーの手帳について、購入ご希望の方は締め切りが2月20
日までとなっておりますので、事務局までお申し出ください。
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2013-14年度当クラブテーマ

『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

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31回 2月18日

通算1683回
◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

２＋２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 ６名
◎出席者 ６１名
◎出席率 ９１．０４％

第29回 1月28日
通算1681回の修正

◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

２＋２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 １２名
◎補填者 １＋９名
◎出席者 ６２名
◎出席率 ９５．３８％

例会プログラム

第32回 2月25日

通算1684回

１．開会の点鐘

２．ソング

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話 上嶋歌謡教室

上嶋彩子様

「歌から明るい家庭」

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



卓 話

「国際協議会の報告」
北河原 公敬 ガバナーエレクト

皆さんこんばんは、いよいよガバナー年度が近づいてまいり
ました。今日はその事につきまして、武藤副幹事長予定者よ
り、お知らせを含めて、お願いをさせて頂くことになります。
私の方からは、もう少し時間を取りご報告をするべきである
とは思うのですが、短めに画像を見ながら、皆さんにサンディ
エゴの様子をお伝えしたいと思います。

これは国際協議会のあったマンチェスタグランド・ハイアット・サンディエ
ゴと言うホテルです。ちょうど私たちが到着致しますと、松宮RI理事、田中
作治、前・国際ロータリー会長が出迎えて下さいましたので、お写真を撮ら
せて頂きました。

これは、世界からお越しのガバナーエレクトの、いろいろなキッ
トを頂く受付です。それぞれの地区に分かれて受付をしていると
ころで、丁度今、日本から着いた所でしたから、少々混雑してお
ります。

これは開会式で、それぞれの国の国旗を、その国の方ではなく、
リーダーを務める方々が入れ替わり、国旗を持ち入場して下さい
ます。
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2 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
７日 森 一紀 君

１２日 辻本 和弘 君
１５日 松岡 弘樹 君
２２日 西口 栄一 君
２３日 梅谷 裕規 君

★結婚記念日★
６日 楠下 重郎 君
６日 小西 敏文 君
７日 計良 隆司 君

１１日 武藤 廣茂 君
１４日 中條 章夫 君
２１日 有井 邦夫 君
２３日 森下 泰行 君



これが次期・国際ロータリー会長を務められるゲイリーC.K.ホァ
ン会長でございます。
台湾の方で、奥様も、お子様方も全て皆ロータリアンと言う事で、
大変熱心な方です。

これは理事の紹介です。RIの理事が何人かおられて、ご夫妻で紹
介があります。
左から2組目が、日本の北清治RI理事のご夫妻でございます。

右から４番目が、松宮RI理事ご夫妻です。

これは現会長のロン・バートン会長です。

これは会議場のお写真です。座席は、アルファベット順ですので、
私の近くは、「金さん」で韓国の方が多いようでした。もう片方
は、スイス、北欧の方が多いようでした。
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これは、元RI理事を務めておられた方が、それぞれの「心に残る
ロータリー」と言う事で「ロータリー・モーメント」と言われて
います。本会議の中で、毎日のように「心に残るロータリー」と
言う事でそれぞれがお話をされます。中には涙ぐみながらお話を
される方もおられ、だいたい3分から5分はお話されます。

必ず記念写真という場面がありますが、このときはイギリスの地
区のグループと共に昼食会に招かれました。

「国際祭りの夕べ」というのが期間中あります。昨年は、日本のガバナーエレクトの方は「東
京音頭」を踊られたそうですが、今回は「阿波踊り」と言う事で、皆さん衣装を着けて踊りま
した。大体奥様方が、舞台上で踊られて、男の方は下で応援隊という形になります。
その中で、1人だけ法被を着ておられない赤いネクタイで踊っておられるのが、研修リーダー
で兵庫県の三木さんと言う方です。応援で飛び入りで来てくださいました。

これは、会長主催の晩餐会があった時に、色々な国の方とテーブ
ルを共にするのですが、こちらはアメリカのロータリアンの奥様
です。お席が隣でしたのですが、熱心にスマートフォンの翻訳ア
プリで英語を日本語に訳して、私にいろいろとお話をして下さい
ました。そこで一緒に写真を撮りました。

これが次年度の「ロータリーに輝きを」と言う事で、いずれこの例会会場
にも掲げられることになります。

これは私どもの年度のバッチで、ここに掲げさせて頂
いております。いずれその説明書も皆さんにも届くと
思いますが、今度、次期会長研修がありますので、そ
の時ご説明させて頂きます。何れにしましても、時間
が余りありませんので、本来ならば、もっと詳しく色
んなお話をしたいのですが、皆様方にこれからの行事
について、ご協力を頂かなくてはならない物ですから、
そのことについて、担当の武藤廣茂副幹事長予定者よ
りご説明を申し上げたいと思います。どうぞ宜しくお
願いいたします。
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「ガバナー年度にむけて」
武藤 廣茂 副幹事長（予定者）

本日は貴重なお時間を頂き、また、北河原公敬ガバナーエレ
クトには、お気遣いを頂き、時間を残して下さりありがとう
ございました。今日は皆さんに「ガバナー年度にむけて」と
言う事でお話をさせて頂きたいと思います。
「アッと言う間のエレクト年度」、「そこまで来たかガバナー
年度」と言った心境でございます。あと4ヶ月でガバナー年度
に入ってまいります。後程皆様にはご説明させて頂きますが、
この中においでの方は全て地区の幹事団に入っておられます。
以前に幹事団の名簿をお配りいたしましたが、その後メンバー
の増減があり、その都度変更し、皆様に本日お配りいたしま
した資料を改めてご説明させて頂き、重ねてご協力を願いた
いと思います。

□地区幹事業務分担表の説明
・前回より変更あり

□国際ロータリー第2650地区・運営組織図
（2014－2015年度）説明

・地区の委員会は20の委員会と小委員会を含め27の委員
会で地区を運営してまいります。

・黄色のマーカーはIMのホストクラブです
・幹事会は委員会と、ガバナーそして幹事長とのパイプ

役になるというお仕事です。出来るだけ委員会にご出
席頂き、委員会の地区に対する希望などをガバナーに
伝えて頂きたい。

□「北河原年度」年間行事予定表の説明
・（PETS）とは次年度会長予定者の大切な研修ですので当年度はきっちり1日させて頂きます。
・4月20日の地区研修協議会は約1300名のロータリアンを奈良にお招きして開催されます。
・来年4月12日の地区大会も、なら100年会館を中心に開催します。
・とにかく4月20日の地区研修協議会、来年4月12日の地区大会は、全員で取り組んで頂きたい。
・ガバナー補佐研修セミナーもしっかりガバナーの思いを伝えて頂くために、たっぷり1日開
催させて頂きます。

・皆さんも、ガバナー輩出するクラブとして、色んなことを聞かれることもあると思いますの
で、出来るだけ早く情報を出させて頂くように努力い

たします。

□4月20日の地区研修協議会についての説明
・なら100年会館を中心に開催。ホテル日航奈良、はぐ
くみ会館を使って開催します。

・タイムスケジュール、役割分担の説明。
・松宮RI理事をお迎えして、基調講演をして頂きます。
・約1200～1300名の参加が見込まれます。

□幹事団について
・幹事団はある意味、ガバナーの旗本と申しますか、ガバナーを支えて地区の運営をしてゆく
一員であります。何か会合があれば、我々はホスト側だという認識です。
我々がサービス側に回る訳ですから、参加者より先に帰ってしまったとかは困ります。むし
ろ、サポートと心配りで、ホスピタリティーが必要で地区の下支えをするという役目になり
ます。
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私からは以上ですが、地区の業務も粛々と進んでいますと、お伝えし、ご協力を頂きたい。
呉々も皆さん全員が、幹事団のメンバーだと言う事だけ、ご理解頂きたいと思います。
前年度、前々年度のガバナー、幹事の方にお伺いしながら、1つずつ失敗の無いように、進め
てまいりたいと思います。失敗してしまうと、奈良の恥になりますので。
せっかく奈良大宮ロータリークラブがガバナーを輩出できるクラブになれたわけですから、出
来れば立派にやり遂げたいと思います。
是非とも、絶大なご協力を改めてお願い致します。
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ニコニコ箱 本日計 42,000円 累計 2,321,769円

小西敏文 君 結婚記念日にバラの花を送っていただき有難うございました。愛妻も大変喜
んでおります。

有井邦夫 君 結婚祝いに感謝！お蔭様で忘れていた事にお礼致します。いよいよガバナー
年度スタートです。よろしく

武藤廣茂 君 先日は、結婚記念のお花、ありがとうございました。
森下泰行 君 結婚記念日のお祝いただきありがとうございます。
計良隆司 君 結婚祝いをいただいて
松岡弘樹 君 還暦の誕生日むかえました。午年（ウマドシ）ですので、何をやっても

“うまくいくかも”と祈ってます
梅谷裕規 君 50代 後の誕生日、バースデイソングでのお祝いありがとうございます。
森 一紀 君 寒中お見舞い申し上げます。お誕生日のお祝いありがとうございます。
武中洋勝 君 濱田さん、先日はお世話になり有難うございました。ニコニコ協力
土谷宗一 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
藤井正勝 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

3 月 ■生駒ロータリークラブ■
・３月１２日（水）18：00～の例会は移動例会の為、例会場を
Panasonic冷蔵庫事業部に変更。

※ビジター受付は行いません。
・３月２６日（水）18：00～の例会は、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。
■平城京ロータリークラブ■
・３月１３日（木）・・・春の親睦会の為、例会場変更。

場所：「あやめ館」時間：18：30～
※ビジター受付：ホテル日航奈良3階フロント横にて18：00～18：30
まで行います。

5 月 ■平城京ロータリークラブ■
・５月１日(木)休会・・・定款第６条第１節（ｃ）による休会。
※ビジター受付：致しません

次週の例会 平成２６年３月４日（火）

卓話 奈良市水道事業管理者 池田 修 様

テーマ「新しいインフラ・ビジネスの可能性」

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治


