
会長就任挨拶

活動方針を兼ねまして、会長挨拶をさせて頂きます。
先ず初めに、通算1700回目という区切りと本年度のスタートに調整
して頂きました小西直前会長、ありがとうございます。ところで、
私が奈良大宮ロータリークラブに入会させて頂いた1982-83年度の
会員数は41名でした。現在会員数76名のクラブになりました。
そして今年度は、北河原会員が当クラブの創立以降初めてＲＩ第26
50地区ガバナーとして推戴されました。歴代会長始め会員の皆さま
のご努力の結果、ガバナーを出すことのできるクラブに成長できた
ことに対して、その名に恥じることのないようにクラブ運営に全力
を注ぎたいと思っております。それは、地区活動の連携にも配慮し
てガバナーをサポートすると共に、充実したホームクラブ活動を進
める事と考えております。北河原ガバナーは、「ロータリーは心く
ばり」を地区スローガンとして、謙虚・誠実・精励をモットーに品
位あるロータリアンを目指すという方向性を示されました。又地区
方針に関しては本日ガバナーから直接お聞きして、会員の共通認識
としたかったのですが、先ほど有井幹事長からもお話がありました
通り今日は東京に行っておられますので、お話を聞くことが出来ま
せん。それで、次週お渡しするクラブ概況報告を精読して頂き、ご
認識頂けたらと思います。一方、当クラブは、「ロータリアンとし
ての誇りをもって」をスローガンで進めて行きたいと思っておりま
す。この言葉は、堀場ＰＧがスピーチにおいてよくお使いになる言
葉でして、また当クラブの高木さんが会長の時に使われた言葉でも
あります。私も是非この「誇り」という言葉を使って進めて行きた
いと思います。
活動方針の一つ目は、地区大会を成功裡に終わらせることです。ガ
バナー事務所としての地区幹事長、副幹事長の方々は、昨年度より
本格的に活動されております。そして地区研修・協議会では、会員
皆さんの参加、ご協力頂きましたが、ガバナーにとって最大のイベ
ントである地区大会を、会員全員の協力を得て成功させたいと思い
ます。後で、飯田地区大会委員長より、地区大会に向けてご挨拶を
頂きたいと思います。
二つ目は、地域に密着した奉仕活動です。多くの会員のロータリー

1

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ

Club Weekly Bulletin
■創 立：昭和54年1月23日 ■例会：毎週火曜日17:30
■事務所：奈良市大宮町6丁目2-1 南都銀行大宮支店内 電話0742-33-8583
■例会場：奈良市高畑町1096番地 奈良ホテル本館 電話0742-26-3300(代）
■会 長：福本良平 ■副会長：植村将史 幹事：高辻良成

発行日 / 2014年7月8日
2014-2015/1

Vol.36
No.1701

hp:http://naraomiya-rc.jp

E-mail：info@naraomiya-rc.jp

2014-15年度当クラブテーマ

『ロータリアンとしての

誇りをもって』

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1回 7月1日
通算1700回

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５０名
◎欠席者 ６名
◎出席者 ６５名
◎出席率 ９１．５５％

第46回 6月17日
通算1698回の修正

◎会員数 ７７名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ９名
◎補填者 ５名
◎出席者 ６７名
◎出席率 ９４．３７％

例会プログラム

第2回 7月8日

通算1701回

１．開会の点鐘

２．ソング

「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．前期活動方針

会員組織・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 北河原 公敬

「ロータリーは心くばり」



への主な入会理由、そして留まり続ける理由の内、「地域
社会への貢献」「友情と親睦」という二つの要素が最大の
理由という事です。ところで東日本大震災は、我々に地震
はもとより津波という自然の脅威を見せつけましたが、こ
のような自然との共生も含め、我々は安全で安心な人生を
送る為に、いかなる社会、生活環境を目指すのかを考えな
がら、「環境」というキーワードで奉仕貢献活動に取り組
みたいと考えます。既に奉仕プロジェクト委員会の下で、
ロータリー財団の補助申請等の準備が進められております。
又各委員会では継続的事業への準備も進めて頂いておりま
す。
三つ目は、委員会の適宜開催です。松尾芭蕉の言葉と伝え
られている「不易流行」という言葉があります。いつまで
も変化しない本質的なものを忘れない中にも新しく変化を重ねているものを取り入れていく、
という意味です。ポールハリスも、「ロータリーは時代と共に変化しなければならない」と言っ
ています。そしてエレクト研修会議の資料では、変えてはならないこととして「ロータリーの
特色たる職業奉仕」「人としての高潔性、寛容の精神」「仲間意識、連帯感、絆」というもの
であり、変えなければならないこととして「時代の変化に伴う多様性、柔軟性、刷新性」「情
報革命に対応」「国際化」といった事が掲げられています。委員会に於いてはこれらのことを
踏まえて、それぞれの委員会活動を振り返ると共に、幅広い年代層の意見を取り入れながら、
活動の活性化に繋がればと考えます。又、情報集会もありますが、食事をともにする形で開催
して頂ければ、親睦も深まることにより退会防止効果も期待できると思います。又、委員会単
独で行うだけでなく、関連する委員会合同で行っていただいても良いと思います。
四つ目は、出席率100%です。私が入会した年度は地区全体で65クラブあり、平均出席率は98.6
9％でした。そして100％出席は、12月例会で17クラブ、年度末の6月例会では15クラブありま
した。当然当クラブもこの中に入っていました。現在2014年3月の例会では、100％は全97クラ
ブ中6クラブであります。出席率は90.47％です。出席はロータリー活動の基本だと思います。
ガバナーを出しているクラブとして恥ずかしくない出席率を示すためにも、100％出席へのご
協力をお願い致します。
以上、四つの活動方針が、奈良大宮ロータリークラブの新しいスタートになればと期待してい
ます。最後に、今年度は皆さんの配属が、ホームクラブ組織、ガバナー事務所幹事組織、地区
委員といったダブルスタンダード、トリプルスタンダードの組織編成となり大変ご迷惑、ご負
担をお掛けすることになりますが、今年一年絶大なる御支援を頂く様お願い致します。
有難うございました。

会 長 報 告

新しい年度がスタート致しました。一年間、どうぞよろしくお願い致します。
本日、第一回定例理事会を開催いたしました。その報告をさせて頂きます。
審議事項において、承認を得たものでございます。
●本年度理事役員および委員会組織表について、と、収支予算について承認を得ました。本件
については次週配布致します概況報告に掲載しておりますので、そちらをご覧下さい。
●会長・副会長の職務代行順位について。1位佐川さん、2位中嶌さん、3位石野さん、4位潮田
さん、5位水野さん、ということで決定いたしました。
●会計監査選任については、楠原さんになって頂くことに決定いたしました。
●ロータリー希望の風奨学金についてですが、本来は昨年の坂本ガバナーの時点で終了予定で
したが、北河原ガバナーが現在の状況を見ていて是非まだ続けたい、というご希望がございま
して、その奨学金について依頼がきておりましたので、承認致しました。
●前期会費については承認頂きましたが、後程会計より報告頂きます。
●お手元に配布しております年間行事予定についても承認頂きました。
●家族親睦例会（淀川花火鑑賞）について、後程親睦活動委員長より発表して頂きます。
●名誉会員について、竹川晴雄さんを引き続き名誉会員という事で承認致しました。
●出席規定の免除申請について、一年間の免除申請が藤野さんから出されており、これを承認
致しました。
●クールビズについては、10月末まで行いたいと思いますので、ご協力宜しくお願い致します。
以上でございます。ありがとうございました。

幹事就任挨拶

7月1日はロータリーにとって、新年みたいな元旦みたいなものかと思います。私が奈良大宮ロー
タリークラブに入会して14度目の7月1日になる訳ですが、やはり初めて委員長として迎えた7
月1日、それから初めて理事として迎えた7月1日に比べますと、格別の緊張感のある7月1日に
なっております。植倉幹事からバトンを引き継ぎましたが、きめ細かく運営された植倉さんと
違いましてどうもガサツに生まれてきた私でございますので、多分に乱暴なこともあるかと思
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いますが、一生懸命務めて行きたいと思います。先ほど福
本会長の挨拶にもありましたが、7月1日現在、私達奈良大
宮ロータリークラブは76名のスタートになります。過去を
紐解きますと77名が最大の人数であった訳ですが、今年度
それを超えて一番人数の多い年度になろうかと思います。
これは小西年度頑張って頂きましたことに対し改めて感謝
申し上げますと共に、他所のクラブを見ておりますと、入
会されても直ぐに辞めてしまわれる方がたくさんおられま
すが、我々奈良大宮ロータリークラブは辞める方が大変少
ない、そういった風土、そういった空気を作って頂きまし
た先人の皆様方に対しましても改めて敬意を表するところ
でございます。そんな一年の行事予定につきまして簡単に
ご説明申し上げます。お手元に資料がございますので、そ
れを見ながらお聞き下さい。
最初に先ほど親睦活動委員長からもお話がありました通り、8月9日に淀川の花火大会が移動例
会として、私達も大きな花火を打ち上げる年度ですので、それに負けない大きな花火を鑑賞し
たいと考えております。それから10月25日、大和高田ロータリークラブのホストでＩＭが開か
れます。これもなるべく多くの方のご参加をお願い致します。それから、12月16日、奇しくも
（本年の）最終例会になるのですが、ガバナー公式訪問がございます。これも全員の方のご出
席をお願い致します。裏を捲って頂いて、年が明けてしまいました。まだまだ未確定な所もあ
りますが、何と言いましても会長方針にもありました通り、地区大会が4月11～12日になりま
す。ホストとして奈良大宮ロータリークラブの名前がある以上無様な真似は出来ません。皆様
一丸となって御協力下さいます様に宜しくお願い致します。それから、最後の例会が6月30日
ということになっております。7月1日に例会をして6月30日に例会をする、と。何年かに一度
有る事ですが、これもまた神様なのかポールハリスなのか分りませんが、与えて頂いた試練だ
と思っております。一年間、誠心誠意、粉骨砕身頑張ります。よろしくお願い致します。

R Ｉ D2650 地区大会：飯田大会委員長 挨拶

先日ガバナーの北河原さんからのご指示で、地区大会の委
員長を仰せつかりました。よろしくお願いします。ガバナー
の方針を元に、有井幹事長始め、地区の担当の皆さん、そ
してホストクラブの奈良大宮ロータリークラブの皆さんの
ご指導を頂きながら、地区大会を成功裡に終わらせたいと
考えております。先ほど、福本会長のクラブ活動方針の中
にも、一番目に「地区大会を成功裡に」というテーマを挙
げて頂きました。非常に心強く思っております。地区大会
は、ロータリーの存在感を地区にアピールする非常に貴重
な機会だと思っております。皆様のご協力を得て、立派な
地区大会を行ないたいと思います。御指導を宜しくお願い
致します。
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認 証 状
・井上 正行 君（Ｒ．Ｌ．Ｉ．ディスカッションリーダー研修）
・谷川千代則 君（Ｒ．Ｌ．Ｉ．ディスカッションリーダー研修）

委 嘱 状
・井上 正行 君（Ｒ．Ｌ．Ｉ．ディスカッションリーダー）
・谷川千代則 君（Ｒ．Ｌ．Ｉ．ディスカッションリーダー）



委 員 会 報 告

倉田会計
今年度会計担当になりました倉田です。よろしくお願い致します。
早速ですが、前期会費のご案内になります。先ずは状差しに入れさせて頂いております内容を
ご覧になられましたらわかるのですが、昨年度より会費を改定しております。それと、ガバナー
年度という事もあり、米山奨学金につきましては増額をしております。それと地区からの要望
もあり、先ほど理事会で承認されましたロータリー希望の風奨学金を継続しております。以上
になります。増額になっておりますが、宜しくお願い致します。７月末までにすみませんが、
宜しくお願い致します。

RID2650・有井幹事長
いよいよ嫌な日が、今日を迎えました。朝からガバナー事務所に行きまして、事務所の方々と
朝礼を行ない、スタート致しました。9：00に出社したようなものでございます。緊張やら、
一日大変な思いをして、夕方帰ってきたようなことでございます。
本来なら北河原ガバナーが皆様方に親しくお願いを申し上げる所でございますが、生憎今日東
京のガバナー会に出席しており、ご無礼申し上げます。
いよいよでございます。皆様方の絶大なる御支援を心よりお願い申し上げたいなと、このよう
に思います。
尚、既にご承知のように7月8日より公式訪問が始まります。果して私自身体がもつか心配です
が、武藤君がついてくれているので大丈夫かなとこのように思っております。どうぞ皆様方に
も心からお願い申し上げ、重ねて、お願いばかりですが、宜しくお願い致します。
老体に鞭打って頑張ります。松岡先輩がおりまして、「お前はまだ子供や」といつも言われま
すが、自分の歳を感じております。どうぞよろしくお願い致します。

雑誌・広報委員会：楠下委員長
毎月、「ロータリーの友」を紹介するということですが、たまたま今日は紹介する事が四点ほ
どありまして、皆さんにご披露させて頂きます。雑誌・広報委員会の初仕事です。
先ず一つ目は、ロータリーの友委員会委員長にRID2650パストガバナーの橋本長平さんがなら
れ、当クラブのメンバー橋本さんも東京での会議に出席されていると聞いております。このこ
とは、横組みのP.3に載っております。
それから、ＲＩ会長のプロフィールが横組みのP.8に載っております。中国語では「讚」（ツァ
ン）と読むのでしょうか、プロフィールが載っております。それから、北河原ガバナーのプロ
フィールが、横組みのP.33に載ってございまして、「慈しみの心とともに」ということでこの
文章は当クラブの橋本和典会員がなかなか的確に表現した文章で書いておられます。
それから、最後にもう一点。縦組のP.22ですが、「ROTARY俳壇」に「在原のゆかりの村に春惜
しむ」ということで、当クラブの飯田さんが投稿され、ここに披露されておりますので、ご覧
になって下さい。

親睦活動委員会：中奥委員長
どうぞ一年間宜しくお願い致します。本日の理事会で承認頂きました親睦家族例会、花火鑑賞
のご案内をさせて頂きます。8月9日(土)15：30集合、がんこ寿司十三店で例会をさせて頂き、
その後淀川沿いの特別席で間近でお食事をしながら花火大会を鑑賞したいと思っております。
22：00頃奈良に戻って来る予定にしております。今回は小型バスを使って行きますので、近鉄
奈良駅・ＪＲ奈良駅・近鉄学園前駅の三カ所から集合出発で行きたいと思っております。帰り
も同様です。是非とも、ご家族をお誘い頂き、多数ご参加頂きますようよろしくお願い致しま
す。ご自宅にも今週ご案内を発送させて頂いて、来週の例会で出欠の案内を回させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

RID2650 広報・月信担当：植村幹事
本年度月信担当幹事をさせて頂いております。二ヶ月ほど前から最終第7稿まで詰めまして、
「完璧や」と今日はドヤ顔で来るつもりでしたが、昼過ぎ頃、Ａ氏から電話が有りまして、
「こら、植村、間違えとるやないか」と言われ、見ますと、本日配布しておりますP.10 7月
13日～17日にかけての公式訪問の日程が一行ずれております。本来エクセルのシートで印刷業
者に渡しておりますので、ずれる筈がないんですが、継ぎ接ぎしてコピペで一行間違えてした
みたいで、このようになってしまいました。訂正した新しい物を、来週全クラブに配布するよ
うに指示しております。皆様方にも、7月号から間違えまして非常に申し訳ございません。お
赦しの程、宜しくお願い致します。
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有井幹事長挨拶

植村副会長乾杯挨拶
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ニコニコ箱 本日計 172,000円 累計 172,000円

中谷裕二良様（RID2650 広報委員会 委員長・生駒RC）
福本会長様 高辻幹事様 一年間宜しくお願いします。

福本良平 君 新年度がスタートしました。会員皆様の絶大なる御協力よろしくお願いしま
す

高辻良成 君 １年間がんばります。よろしくお願いいたします
麹谷 瀞 君 北河原ガバナー・有井幹事長と役員の皆様・福本会長・高辻幹事の皆様、

これからも1ヶ年間のご指導をよろしくお願いいたします
小池恭弘 君 国際ロータリー2650地区北河原ガバナーご就任お祝い申し上げます。1年間御

身大切に御健闘お願いします。福本会長並びに役員理事の皆様本年度よろし
くお願い致します。

有井邦夫 君 福本丸の船出を祝し！ 御指導下さい いよいよガバナー年度本格的にスター
ト致しました御協力に感謝

潮田悦男 君 北河原ガバナー年度の始まりです。皆様今年度ロータリークラブ活動に御協
力よろしくお願いします

飯田二昭 君 新しい年度・福本年度のスタートを祝って！
中井一男 君 福本会長、高辻幹事、及びスタッフ御一同様、かがやかしき年度の始まりで

す。全員一致でがんばりましょう。
平野貞治 君 福本会長様、高辻幹事さま、その他役員の皆様今年度はご苦労様です。今年

も宜しくお願い致します
楠木重樹 君 福本会長、高辻幹事、一年間ご苦労様です。頑張って下さい。
高木伸夫 君 福本年度の大成功を祈願して
中條章夫 君 福本、高辻丸、本日より船出おめでとうございます。一年間楽しいクラブに

よろしくお願いいたします。
土谷宗一 君 福本年度の門出を祝って
成田 積 君 福本会長、高辻幹事始め各委員長、理事の方々、意義ある北河原ガバナー年

度に一層のご尽力をお願いいたします。
矢追家麻呂君 福本会長、高辻幹事、よろしくお願いします。
小西敏文 君 福本会長、高辻幹事の船出をお祝して。一年間有意義な年度を期待しており

ます。
武藤廣茂 君 福本年度、執行部の皆様、よろしくお願い致します。
北神徳明 君 福本会長、植村副会長、高辻幹事さん１年間よろしくお願いいたします。
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森下泰行 君 新年度役員の皆さん、一年間お世話になります。よろしくお願いいたします。
植倉一正 君 福本会長、高辻幹事、一年間、よろしくお願い致します。
渡辺英孝 君 福本会長、高辻幹事、一年間、よろしくお願い致します。
松岡弘樹 君 福本会長、高辻幹事はじめ新役員の皆様一年間よろしくお願いいたします。
野末勝宏 君 新ガバナー 新会長 新幹事 皆様のご活躍をご祈念申し上げます。
松岡嘉平治君 福本、高辻年度の船出を祝し
冨川 悟 君 福本、高辻年度の船出を祝し、365日の無事航海を祈ります。本年もよろしく

お願いいたします。
清岡義教 君 新年度を祈念して。そして今年度も宜しくお願い致します。
梅谷裕規 君 新年度 福本会長はじめ役員の皆様よろしくお願いいたします。とくに、

鈴木浩之ニコニコ委員長就任を心からお祝いして。
中嶌 大 君 いよいよ始まりました。社会奉仕活動 ご協力 お願い致します。
中奥雅巳 君 親睦活動委員会一年間よろしくお願いいたします。
宮西正伸 君 本年度も何卒よろしくお願い致します。
佐川 肇 君 本年もよろしくお願いします。
山本直明 君 本年もよろしく
藤井正勝 君 今年も始まりました。楽しませていただきます。
山本尚永 君 本年度宜しくお願い致します。
谷川千代則君 本年度もよろしくお願いします。
野﨑隆男 君 本年1年間よろしくお願いします。ニコニコに協力！
門脇伸幸 君 １年間宜しくお願い致します。
堀内眞治 君 １年間よろしくお願いします
河野里志 君 今年度もよろしくお願いします。
箸尾文雄 君 ニコニコ協力
井上正行 君 ニコニコ協力
石野捨雄 君 ニコニコに協力させて頂きます。
倉田智史 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
辻本和弘 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
西本隆一 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
山口尚紀 君 ニコニコ協力
鈴木浩之 君 一年間、ニコニコに協力よろしくお願い致します。

次週の例会 平成２６年７月１５日（火）

前期活動方針 財団・広報・クラブ管理運営

●会報・IT委員会/辻本和弘 小原靖浩 植倉一正 鈴木譲 野末勝宏 webmaster/辻本和弘

例会変更のお知らせ

7 月 ■奈良西ロータリークラブ■
・７月１７日（木）・・・前年度会長幹事慰労会の為、変更。
※ビジター受付は、同日17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

■大和郡山ロータリークラブ■
・７月２１日（月・祝）・・・定款第６条第１節による休会。
※ビジター受付は行いません。

8 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・８月４日（月）・・・納涼例会の為、時間・場所変更。
時間：18：00-21：00
場所：Le BENKEI

※ビジター受付は、12：00-12：30まで奈良プラザホテル１Ｆ
ロビーにて行います。

・８月１３日（月）・・・定款第６条第１節による休会。
※ビジター受付は行いません。


