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2017-18年度当クラブテーマ

・・・『夢を持って』・・・

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4日
通算1837回

◎会員総数 ６５名
◎出席義務者 ４１名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２４名
◎本日出席 ４２名
◎本日欠席 １０名
◎本日出席率８０．７７％

第45回 6月20日
通算1835回の修正

◎欠席者 ９名
◎免除者の欠席者 １２名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ２名
◎出席率 ９１．３８％
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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3-7 中室ﾋﾞﾙ3F

電話 0742-33-8583／FAX 0742-33-8600
■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：藤井正勝 ■副会長：増井義久 幹事：堀内眞治

次回の例会

2017年7月18日（火）

会員卓話

講師：松岡嘉平治 会員

演題：「長生の基本」

会 長 報 告 ◇藤井会長

第一回目の理事会報告をさせて頂きます。
決め事、報告事項共に非常に多くありますので、
大事な所だけご報告を行い、後は議事録として
皆さんの状差しに入れさせて頂きます。
・一番大事な前期会費の件ですが、これは会計
の方から後で報告をお願いします。
・定例理事会の開催と議事録の件、これは例年
通り毎月第一例会の16時から当ホテルで理事会
を行う事と、議事録は60日以内に状差しに入れ

させて頂くということで決めさせていただきました。
・職務代行、会計監査、指定銀行、名誉会員、事務局の件、賀寿等のこと
につきましては議事録で入れさせて頂きます。
・例会外事業のMake Up及びビジター受付につきましては、奉仕活動及び情
報集会その他理事会が認めたものについてはMake Up扱いとさせて頂きます。
・移動例会時のビジター受付は原則する、と決めさせていただきました。
・友愛例会のビジターは受付のみ、と決めさせていただきました。
・入会候補者の件ですが、7Daysで連絡させていただいております西村甲児
さんで、入会日は来週7月11日、ガバナー補佐からバッジを付けて頂くと今
は考えております。委員会配属は親睦委員会、ニコニコ委員会、青少年委
員会、の3つを担当していただきます。顧問は多田実さんに御願いすると決
めさせていただきました。
・2019年の規定審議会提出法案の件ですが8月31日までに書面で書式にて回
答してください、とのことですので、ロータリー情報委員長の植倉さんの
方で後日アンケートを取って頂く、ということになると思いますので、ど
うぞご協力をお願いします。
・その他報告事項につきましては議事録をご参照ください。
・もう一件大事なことですが、昨日、植村さんの所にお見舞いに参りまし
た。幹事と親睦委員長と弓場さんで、一緒に行かせていただきました。胃
の二分の一を切除するほど大きな手術だったそうですが、とても元気でご
ざいます。なんというか、最新の技術が優れているのか、手術したかどう
かもわからない様な元気な雰囲気を感じさせていただきました。

例会プログラム

第2回7月11日
通算1838回

１．開会点鐘
２．ソング
３．お客様紹介
４．ビジター紹介
５．会長報告
６．入会式
７．委員会報告
８．幹事報告
９．委員会活動方針発表

１０．閉会点鐘
例会後クラブ協議会
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委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞山口委員長 出席報告
◇ニコニコ委員会＞中嶌委員長 ニコニコ報告
◇会 計 報 告＞辻本会計

・会費納入のお願いです。
７月３１日までに指定の
口座までお振込みいただき
ますようお願いします。

◇雑誌・広報委員会＞南谷委員長
・「ロータリーと友」の

読みどころについて。

委 嘱 状 の 交 付

ＲＩ第2650地区より委嘱状
2017～2018年度 地区委員・国際奉仕委員会 委員 潮田 悦男 君
2017～2018年度 ・R.L.I研修ディスカッションリーダー 武藤 廣茂 君

副 会 長 報 告 ◇増井副会長

クラブ運営管
理委員長として
ご報告をいたし
ます。本年度新
しい試みといた
しまして、席を
三カ月単位で固
定化することを

考えております。これは、新しい人たちと
一緒にいる時間を作ることによって、会話
が増えることを期待しております。これは
他所のクラブでも効果が出ているとの事で
すので、今年の新しい試みとして一度挑戦
してみようと思っております。期間は三カ
月間で大体情報集会で完結する、そして情
報集会ごとにメンバーを変えていこうと思っ
ております。三カ月位同じ席であれば、会
話も弾み、いろんな話も出来るのではない
かと考えております。現在は同じ人と座る
傾向にあると聞いておりますので、是非こ
の機会に新しい挑戦として、協力の程よろ
しくお願いいたします。

辻本会計 雑誌・広報委員会

南谷委員長

会 長 就 任 挨 拶 ◇藤井会長

今日も台風でどうなるかと思いながら出てきたら雨が止んでいた、という
なんともラッキーな、でも出足は波高いことでございましたけれども、皆様
のご協力をよろしくお願いします。

奈良大宮ロータリークラブの2017-18年度会長の重責を担うことになり、
県下14クラブの中でも会員相互を大切にして、和を保っていることで、他の
クラブから羨ましがられるクラブの会長をさせて頂きます事に、誠に光栄で
ありますと共に、その責任の重大さを痛感しております。
創立時のメンバーの方々や歴代の会長はじめ諸先輩の皆様が長年築き上げら
れた実績を守り、発展させることが出来るよう、この一年努めますので、み

なさんのご支援ご指導を賜ります事を切にお願いいたします。私が入会させていただきましたのが1991
年（平成3年）4月2日です。今年で26年になります。その間いろんな諸先輩から人生訓と言いますか、人
となりを教授していただきました。また今年もその学びの場として充実した一年となるよう努めていき
たいと考えております。

これは私事になりますけれど、奈良に連れてこられる前に相当やんちゃをしておりました。７０年代
に３年程海外におりました。その時私が勤めた会社の初任給はたぶん一桁だったと思います。海外に行
きますと、二桁の真ん中ぐらいもらいました。ですから24～26くらいまで好きなことをしていました。
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帰って来るように言われたのですが、それが嫌で自分で会社を興しました。その時に非常に苦労しまし
たが、当時パストガバナーだった方や、その時のメンバーの方にもいろいろ協力して頂きました。最後
は帰ってきましたのですが、その人たちの助けがなければたぶん私はここに居ないと思います。なので、
今度は私がそういうことができるように、ロータリアンとして若い人たちやいろんな方の助けになるよ
うに、私も返していきたいと思っております。

また私も不勉強なので、この訳であっているか分かりませんが、直近の手続要覧の中に、1923年の社
会奉仕の声明というのが載っています。ちょっと読ませていただきますと、「ロータリークラブはその
すべての活動において、宣伝者として優れた働きをし、多大な成功を収めている。地域社会に存在する
問題を見つけ出すことはしても、それがその地域社会全体の責任にかかわるものである場合には、単独
でそれに手を下さず、他の人々にその解決の必要を悟らせる努力をし、地域社会全体にその責任を担う
ように頑張りなさい」と書いて頂いております。本来その責任のある地域社会全体の仕事になるような
活動をしなさい、と書いておられます。私はいま職業柄、子供たち、青少年のことに関わらせて頂いて
おります。この前も野﨑前青少年委員長が言われたように「子供たちに接すると本当に元気になる」私
もそう思っています。ですから、ＲＩや地区が青少年に重点において奉仕活動をされていることに感謝
して、当年度もそこに重点目標をあてていきたい、と思っております。それで、活動方針の中にもある
ますけれども、私の6つの重点目標をあげさせていただきました。
(1)自身の職業に精励することで、奉仕の実践に努める
これは北河原ＰＧが会長の時に私が幹事をさせて頂きましたが、その時に北河原会長が最初にあげられ
た文章です。私の解釈では、やはり会社あってのロータリーです。会社がキチンとしているからロータ
リーの活動が出来る。そこが一番大事、大前提ではないですか。私は「四つのテスト」が大好きです。
仕事の中でも自分の気持ちを置いているポイントかと思っております。ですからこれを一つ、あげさせ
ていただきました。
(2)会員相互の親睦の充実に努める
先ほども言いましたが、みんなの和が非常に大事だと、会員相互の親睦の充実を図ってほしい、という
お願いをしました。他のクラブからも「大宮って仲がいい」というのが必ず出てきます。これは今年も
来年もずっと維持をしていきたいと思っております。ですから親睦委員長にはメンバー、会員の方プラ
ス家族、お子さん、そういう方まで参加できるようないろんな親睦活動ができるようにお願いしていま
す。
(3)地域とともに、地域に密着した奉仕活動に努める
これは私が会長になるという事で、自治会からもいろんな要望もあるのですが、できることできないこ
ともありますので、当クラブからこんなことしたい、という提案をさせていただいております。当年度
は大塩常任委員長を中心に、奈良の大宮の近辺の活動に重点を置いて、特に青少年に重点を置いて活動
していきたいと考えております。
(4)会員の維持と増強に努める
これも声を大にして言うようにと言われております。これについては皆さんもお分かりかと思いますが、
やはり「数は力」というのは間違ってないと思います。ただ、これまたおかしな話ですが、誰でも良いっ
て訳にもいきません。やはりこの場を大事にできるメンバーを入れて頂きたい、と石野委員長にもお願
いをしております。人数も、二桁にしてくださいませんか、というお願いもしています。ただ、そのた
めには、皆さんの協力無しで進む話ではございませんので、絶大なご協力をお願いします。
(5)参加して楽しいクラブ運営に努める
やはり毎週例会に足を運ぼうというようになって欲しいと思っています。この１時間をみんなでこの中
で、ワイワイガヤガヤいろんな話が出来る会場運営をしたい、そのため、プログラム委員会にはみんな
が聴いて楽しいと思えるようなプログラムを作っていただきたいとお願いします。また「こんな話なら
聴こうか」と友達を誘ってあげてください。先ずメンバーの方が１週間のこの１時間だけはここに行く、
という予定が立つような、そういうクラブをしていきたいと思っております。
(6)より一層の青少年奉仕活動（インターアクトクラブ設立案も含む）に努める
より一層一歩進んだ、一歩足を踏み出した青少年活動、これが私のお願いでございます。その中にはイ
ンターアクトクラブも作りたいな、とそういうふうに考えております。できると思って進めますし、イ
ンターアクト担当という事で委員もつけさせていただきましたが、皆さんのご協力、またはご理解がな
ければこれは進みません。いろんな情報を持って帰っていただいて、いろんな話をしていただいて、イ
ンターアクトっておもしろいな、って思ってもらえ、大宮地区の自治会、教育委員会、学校等といろん
な活動を行っていきたいと思っております。既に過去六カ月の間に、言いたいことは各委員長にお願い
をしました。それぞれの委員長や委員の方々と共に、また会員皆様と新しい奉仕活動に全力でチェレン
ジできる、そういうような奉仕活動ができることを楽しむ一年にしたいと思っております。皆様のご協
力を切にお願いします。一緒にこの一年、ロータリーライフ、楽しみましょう。ありがとうございます。
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幹 事 就 任 挨 拶 ◇堀内幹事

今年度幹事をさせていただきます堀内で
ございます。とうとうこの日が参りました
が、今日は例会を開催することができ本当
に良かったと思っています。今朝から台風
の心配をしました。私は入会してまだ８年
目でして、まだまだ経験不足の上にロータ
リーの知識もございません。会員の皆様の
お力添えをいただきまして、会長を支えて

１年間頑張って行こうと思います。皆さんに気持ちよく例会に参加し
ていただけるように務めさせていただきます。１年間のクラブの運営、
毎週の例会作りに真面目に真剣に取り組んで行きたいと思いますので、
皆様、何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。ありがとうござい
ます。

幹 事 報 告 ①今年度行事予定について。
②次週ガバナー補佐訪問、クラブ協議会について。

ニコニコ箱 本日計 84,000円 累計 84,000円

藤井正勝 君 スタートの日が来ました。この1年皆様のご協力をいただけるような運営に努めます。
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。
北河原公敬君 藤井会長様はじめ新年度役員の皆様、ご活躍を期待致しております。第1回例会が休会に

ならず本当によかったですね。台風の影響がなければいいのですが。
高木伸夫 君 会員の皆様、藤井会長をはじめ理事、役員に絶大なるご支援を賜りますよう衷心よりお

願い申し上げます。
宮西正伸 君 藤井会長、堀内幹事、一年間よろしくお願い致します。
清岡義教 君 藤井会長、新年度おめでとうございます。1年間宜しくお願い致します。
中條章夫 君 藤井、堀内丸の船出です。みんなで支えて1年間を楽しいクラブにしましょう。
井上正行 君 藤井会長、堀内幹事、本年度一年間ご苦労様です。宜しく御願いします。
武藤廣茂 君 本日より、いよいよ藤井年度が始まります。スバラシイ年度になる様、祈念して

おります。
潮田悦男 君 新年度がはじまりました。藤井会長、堀内幹事、がんばって下さい。
多田 実 君 藤井丸の船出を祝して
冨川 悟 君 藤井会長、堀内幹事の船出を祝って
飯田二昭 君 新年度のスタートを祝って 1年間よろしくお願いします。
山本直明 君 本年もよろしくお願いします。
佐川 肇 君 本年もよろしくお願いします。
植倉一正 君 本年度もよろしくお願い致します。
水野憲治 君 本年度も1年宜しくお願い致します。
中奥雅巳 君 本年度もよろしくお願い致します。
市田富久夫君 今年度もよろしくお願い致します。
山口尚紀 君 1年間、宜しくお願い致します。
ニコニコ協力 野末勝宏 君 倉田智史 君 野﨑隆男 君 増井義久 君
中嶌 大 君 新年度 ニコニコが始まりました。御協力宜しくお願い致します。

※井上さん、昨日は大変お世話になりました。

乾 杯 ◇増井副会長

●会報・IT委員会/河野里志 鈴木譲 植村将史 清岡義教 webmaster/河野里志

◆例会変更のお知らせ◆

7 月 ■奈良東ロータリークラブ■ ・７月１９日(水)・・・田中誠二ガバナー公式訪問 奈良RCとの
合同例会の為、変更。日時:7月20日(木)18：30 場所:奈良ホテル
※ビジター受付：7月19日(水)17：30-18：00までホテル日航奈良3Fにて行います。

■奈良ロータリークラブ■ ・７月２０日(木)・・・ガバナー公式訪問 奈良東RCとの合同例会
の為、変更。時間：18：30～19：30
※ビジター受付：7月20日(木)12：00-12：30まで奈良ホテルにて行います。

■大和郡山ロータリークラブ■ ・７月１７日(月・祝)・・・定款第6条第1節による休会。
※ビジター受付：いたしません。


