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国際ロータリー第2650地区
2014-2015年度
ガバナー 北河原 公敬(きたかわら きみひろ)

【ご経歴】
●生年月日：1943年5月9日生
●現住所：〒630-8211 奈良県奈良市雑司町406-1
● 終学歴：龍谷大学大学院（国史学）

修士課程修了
●職業：東大寺 長老

東大寺総合文化センター総長
●職業分類：宗教 仏教

【ロータリー歴】
1988年 入会

1990～1991年 プログラム委員長
1993～1994年 地区社会奉仕委員会委員
1994～1995年 国際奉仕委員長
1995～1996年 会員増強委員長
1996～1997年 雑誌委員長
1997～1998年 会報委員長
1998～1999年 職業奉仕委員長
2000～2001年 会員選考委員長
2001～2002年 青少年活動委員長
2002～2003年 会長エレクト
2003～2004年 （創立25周年）会長
2008～2010年 姉妹・友好クラブ委員長

【経歴】
1971年5月 東大寺塔頭総持院住職・勧学院副院長
1987年4月 東大寺塔頭中性院住職（現在まで）・寺務所録事
1999年4月 華厳宗教学部長・東大寺教学執事、（兼）東大寺図書館長
2000年8月 華厳宗庶務部長・東大寺庶務執事
2004年5月 華厳宗宗務長・東大寺執事長
2007年5月 上院院主・東大寺学園理事長
2010年5月 華厳宗管長・第220世東大寺別当
2013年5月 東大寺 長老・東大寺総合文化センター 総長

【その他団体役職】
1986年1月～ 奈良県桜友会（学習院同窓会）会長
1996年1月～ 奈良県ホッケー協会副会長
2003年10月～ 奈良市ホッケー協会会長
2009年1月～ 関西ホッケー協会会長
2010年6月～ 財団法人大和文華館理事
2012年1月～ 関西桜友会（学習院同窓会）会長
2013年6月～ 日本ホッケー協会 副会長
2014年6月～ 香雪美術館理事
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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

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」

ようこそ！！ 北河原 公敬 ガバナー

奈良大宮ロータリー・クラブは、公式訪問を
心からご歓迎申し上げます。

例会状況報告

第22回 12月7日
通算1721回

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

２＋２５名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 １７名
◎出席者 ５０名
◎出席率 ７４．６３％

第20回 11月25日
通算1719回の修正

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

２＋２５名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 １６名
◎補填者 ４＋１１名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ９２．９６％

例会プログラム

第23回12月16日

通算1722回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」

「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．ガバナー公式訪問

６．閉会の点鐘



会 長 挨 拶

本日は、年末家族例会に多数のご出席有難うございます。8月の花火例会は残念ながら台風で
中止になりましたが、来年度も企画をされておられるようですので、是非来年は楽しみにして
頂きたいと思います。
それと、本日の家族例会、次回の公式訪問の例会が終りました所で、前半の折り返しでござい
ます。北河原ガバナーが五つの活動方針の一つとして、「ロータリーは心くばり」をスローガ
ンに謙虚・誠実・精励をモットーとして、奉仕活動に取り組むべく活動されておられます。我々
の公式訪問が 終で、97クラブ回られる訳ですが、昨日平城京ロータリークラブの30周年記念
式典がございまして、そこにガバナーも来られました。その前に次年度のガバナー補佐の研修
会があってそれを抜けて式典に来られました。それを聞きますとガバナーがロータリーに関わ
らない日はないんじゃないかと、本当に忙しく大変なことだと思っております。またそれをきっ
かけとしてメンバーの皆様には公式訪問に随行されたり、地区の委員会に出席して頂いており
ます。大変御苦労ですが、よろしくお願いしたいと思います。
また我々ホームクラブでも、ロータリアンの誇りをもって、ということで活動を続けさせて頂
いております。奉仕活動を、ロータリー財団の補助金を頂きながら、吉野の間伐材を使ってベ
ンチを作り、いま、奈良公園に置かれております。そして高校生のデザインによるアートベン
チが文化会館の元レストランであった所に二つ、置いてありますので、是非行かれる方がおら
れましたら見て頂きたいと思います。
後半も地区大会等いろいろございます。また、各委員会の事業もございますが、是非ご協力を
宜しくお願いしたいと思います。
本日は、梅谷会員による昔取った杵柄の落語を聴かせて頂くことになっております。楽しみに
しております。今日一日、皆様、是非親睦を深めて頂きたいと思います。有難うございます。

幹 事 報 告

・明後日9日は、本日例会に振替になりますので、例会はございません。奈良ホテルに行かれ
ないようによろしくお願い致します。
・来週16日はガバナー公式訪問になります。例年通り、写真撮影を行ないますので、17：00に
ご集合下さいますよう、皆様、宜しくお願いします。
・それから来年の話になりますが、4月11日・12日の地区大会の出欠の確認を回覧致しますの
で、ご記入頂きますようお願い致します。

＜次年度理事会報告並びに次年度理事役員の紹介＞

中村会長エレクト
次年度の理事会の紹介をさせて頂きます。会長は私、中村でございます。

副会長：多田 実 さん
会長エレクト：潮田悦男 さん

直前会長：福本良平 さん
幹事：髙野 治 さん
会計：大塩栄作 さん
理事：楠下重郎 さん、佐川 肇 さん、増井義久 さん、

堀内眞治 さん、平方貴之 さん
ＳＡＡ：西口栄一 さん
副会計：武中洋勝 さん
副幹事：宮西正伸 さん

副ＳＡＡ：水野憲治 さん

以上でございます。どうぞ宜しく
お願い致します。

2



年末家族親睦例会

１２月７日（日） 奈良パークホテル で行われた家族親睦例会の様子です。
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御 結 婚 御 祝

・梅谷裕規 君（ご令嬢）
（梅谷会員が親睦例会余興の準備中の為、
御令室にお渡ししました）

１ 2月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★ ★結婚記念日★
１日 鈴木 譲 君 １日 宮西正伸 君
２日 中奥雅巳 君 ３日 麹谷 瀞 君
５日 計良隆司 君 ４日 矢追家麻呂君
９日 冨川 悟 君 ６日 植倉一正 君
９日 中村信清 君 １０日 中嶌 大 君

１０日 楠原忠夫 君 １９日 福本良平 君
１７日 森 完二 君 ２６日 森山斗福 君
２２日 鈴木浩之 君 ２８日 松岡嘉平治君
２８日 宮西正伸 君 ２８日 野末勝宏 君
２８日 市田富久夫君



4



5

ニコニコ箱 本日計 150,000円 累計 1,314,000円

福本良平 君 親睦委員会の皆様本日はごくろう様です。結婚祝ありがとうございます。
高辻良成 君 本日は、中奥委員長以下親睦活動委員会の皆様、お世話になります。
中村信清 君 次期会長を拝命いたしました。よろしくお願いいたします。
有井邦夫 君 公式訪問も残すところ、あと6クラブとなりました。皆様のご協力に感謝申し

上げます。
中奥雅巳 君 本日どうぞよろしくお願いいたします。
梅谷裕規 君 本日は、つたない素人芸にお付き合いいただきありがとうございます。

また、十月に娘がハワイで結婚式を挙げました。私と妻、そして私の父
九十一才 妻の母 七十九才も一緒にハワイに行ってきました。

箸尾文雄 君 親睦会場にご利用頂き誠にありがとうございます。
中井一男 君 家族会に二人で出席出来る事をよろこんで。
楠下重郎 君 親睦委員会の皆様お世話になります。
飯田二昭 君 お世話になります。楽しみにしています。
中條章夫 君 本日は親睦委員のみなさまご苦労さまです。
楠木重樹 君 今日はお世話になります。
武藤廣茂 君 親睦委員の皆様、本日は、お世話になります。
多田 実 君 親睦活動委員会の皆様、本日はお世話になります。
森下泰行 君 本日の楽しい家族親睦例会に感謝
楠原重郎 君 お世話になります。
髙野 治 君 親睦委員会の皆様、ご苦労様です。次年度理事、役員の皆様、どうか宜しく

お願いいたします。
矢追家麻呂君 親睦委員の皆様、お世話になります。結婚記念日お祝い、有難うございます。
麹谷 瀞 君 花をありがとうございました。梅谷さん、楽しみにしています。箸尾さん、

お世話になります。
植倉一正 君 結婚記念日に「お花」ありがとうございました。また本日は、親睦活動委員

会の皆さん、お世話になります。
計良隆司 君 誕生祝いありがとうございます。
金星 昇 君 月日の流れは早いもの、今年も残りわずかとなりました。元気で年末を迎え

られる事に感謝です。お世話下さいます皆様、ありがとうございます。
高木伸夫 君 この一年、お蔭様で充実したロータリーライフを過ごさせて頂きました。

来年もよろしくお願い申し上げます。
佐川 肇 君 来年もよろしく
平野貞治 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
井上正行 君 ニコニコ協力
植村将史 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
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力
水野憲治 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
辻本和弘 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
南谷正仁 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
冨川 悟 君 ニコニコ協力
潮田悦男 君 ニコニコ協力
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例会変更のお知らせ

12 月 ■橿原ロータリークラブ■
・１２月２６日（金）・・・・定款第6条第1節（C）により、休会。
※ビジター受付：行いません。

1 月 ■ 橿原ロータリークラブ■
・１月２日（金）・・・・定款第6条第1節（C）により、休会。
※ビジター受付：行いません。

■五條ロータリークラブ■
・１月７日（水）・・・・新年会の為、時間・場所変更。
時間：18：00～
場所：リバーサイドホテル

※ビジター受付：行いません。

事務局休局のお知らせ

■京都山城ロータリークラブ ■
・２０１４年１２月２５日(木)～２０１５年１月５日(月)

■橿原ロータリークラブ■
・２０１４年１２月２６日(金)～２０１５年１月４日(日)
事務局休局中、御用の際はFAXまたはメールにてご連絡下さい
ますようお願い申し上げます。また、留守番電話をご利用頂い
ても結構でございます。
電 話 ０７４４－２８－２８０１
ＦＡＸ ０７４４－２８－２８０２
E-MAIL krc@jeans.ocn.ne.jp

次週の例会 平成２７年１月６日（火）

友愛例会

●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


