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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17回 11月7日
通算1853回

◎会員総数 ６４名
◎出席義務者 ４２名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２２名
◎本日出席 ５２名
◎本日欠席 ５名
◎本日出席率９１．２３％

第15回 10月25日
通算1851回の修正

◎欠席者 １１名
◎免除者の欠席者 １４名
◎欠席者の補填者 ９名
◎免除者の補填者 ２名
◎出席率 ９６．１５％

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

例会プログラム

第18回11月14日
通算1854回

１．開会点鐘
２．ソング
３．お客様紹介
４．ビジター紹介
５．会長挨拶
６．委員会報告
７．幹事報告
８．クラブ討論会③
（ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会担当)

９．閉会点鐘

次回の例会

2017年11月21日（火）

米山奨学生卓話

派遣奨学生：楊 卓尓

（よう たくや）さん

中国・女性

奈良女子大学 修士2年

本 日 の お 客 様

・宮崎 好弘 様（奈良ＲＣ）

会 長 報 告 ◇藤井会長
本日、11月の理事会がありましたので、

理事会報告をさせて頂きます。理事会の内
容が非常に多いので、詳細につきましては
書面にてご報告をさせて頂きます。
先ず、報告事項ですが、

・11月14日東京恵比寿RCが1000回記念例会
をなさいます。併せてローターアクトクラ
ブチャーターナイトをなされます。この出
席について、我々と同じ火曜日ですので、
武藤エレクトと有井会員に出席して頂くよ
うに理事会で承認して頂きました。
・これは後で報告がございますが、この11
月12日、社会奉仕委員会で中室牧子講演会
というのを大宮小学校でさせてもらいます。

詳細は委員会の方からお願いしております。
・奈良大宮ＲＣの、来年が40周年ですので、その準備委員会というこ
とで、武藤エレクトからお名前を頂戴して、人選をさせてもらいまし
た。また詳細につきましては後日、武藤エレクトから報告があると思
います。
審議事項としまして、

・青少年ですが、12月2日「母と子の絆と未来」佐保山母子生活支援
センター支援の件、ということで審議に挙げて頂きましたので、これ
を承認いたしました。
・九州北部豪雨災害義援金募金の件、これはこの春九州で豪雨があり
ましたので、まずクラブとしてどうするかという話をさせていただい
たのですが、先ず地区として義援金として500万円を先に出してもらっ
ています。それをまた各クラブに義援金の分の補填の依頼が来ており
ます。それに関して理事会で諮らせて頂きましたが、皆さんに1,000
円程度と言いますか、1,000円以上と言いますか、それぞれボックス
を回させて頂きますので、ご協力をお願いしたいと思っております。
これも強制ではございませんが、2650地区は約4,500名です。1,000円
集めましても、450万円にしかなりません。
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2650地区の義援金のいま貯まっているお金が減っていきますので、それを補填するということ
で協力をお願いしたいと思っております。
・今月財団月間でございますので、後程委員長の方からまた財団のご協力をお願いしたいと思っ
ております。
・年末交通安全啓発活動としまして前年度同様、今年度もさせて頂きたいと思っております。
どういう形で行うか詳細が決まりましたら、委員会の方からご報告を頂きます。
・案内が来ておりますが、彦根南ＲＣがインターアクトクラブを作られまして、12月2日に創立
総会を企画されています。当クラブにもご案内が来ました。ただ、12月2日は我々の青少年活動
の時でありますので、武中さんにご出席を依頼しました。
以上でございます。

指名委員会の開催の通告

(会長)
早いものでもう11月第一例会の週になりました。指名委員会開催の通告をさせて頂く事にな

ります。まず、【奈良大宮ロータリークラブ細則第3条第1節(a)に、『会長は、年次総会の1カ
月前の例会において、指名委員会の開催を通告する。』】となっております。それに基いて、
指名委員会の開催を通告いたします。

同じく、第3条第1節(b)に、『クラブの定める指名委員会は7名とし、会長、会長エレクト及
び前5代の会長とする。委員長は最先任会長が務める』となっておりますので、指名委員会のメ
ンバーのお名前を挙げさせてもらいますと、楠原さん、小西さん、福本さん、中村さん、潮田
さん、武藤さん、そして私です。以上、7名です。最先任は楠原さんでございますので、よろし
くお願いします。

（指名委員会：楠原委員長）
本日例会終了後、指名委員会を開催します。メンバーは先ほど会長がおっ

しゃいましたが、一応、小西さん、福本さん、中村さん、直前会長潮田さ
ん、現会長藤井さん、武藤さん、そして私です。以上の方は、出席の程お
願い致します。場所は桐の間で行います。それと、いままで一人もいない
んですけど、2019-2020年度のクラブ会長に立候補される方は、指名委員会
に書面で週間以内に申し出てください。以上、宜しくお願い致します。

ロータリーリーダーシップ研究会（Ｒ.Ｌ.Ｉ.）

パートⅢ修了証 授与

ロータリーリーダーシップ研究会（Ｒ.Ｌ.Ｉ.）

卒業証書 授与 ◇辻本和弘 君

年間報告の配布

◇宮西前年度幹事

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次週例会の予定
11月14日（火）はクラブ
討論会③（ロータリー財団
担当）



委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞・出席報告
◇ニコニコ委員会＞・ニコニコ報告
◇雑 誌 ・ 広 報 委 員 会＞南谷委員長 ・「ロータリーの友」の読み所
◇社 会 奉 仕 委 員 会＞大塩委員長 ・11月12日（日）中室牧子講演会について
◇ロータリー財団委員会＞中條委員長 ・年次寄付の件
◇地区国際奉仕委員会＞潮田直前会長・トンガ、他の件
◇青 少 年 奉 仕 委 員 会＞弓場委員長 ・母と子の絆と未来佐保山荘の件
◇クラブ管理運営委員会＞増井副会長 ・第2回情報集会の件
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雑誌・広報委員会

南谷委員長

社会奉仕委員会

大塩委員長

ロータリー財団委員会

中條委員長

地区国際奉仕委員会

潮田直前会長

会 長 挨 拶 （I A C に つ い て）

卓話の先生をご紹介する前にちょっとだけ、一分ほどお時間を頂いて、ちょっとだけお耳を
こちらに向けて頂ければ、と思います。と、言いますのは、私が本年度の会長方針のなかで
「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めて）取り組みたい」という
ことを、書かせて頂きました。この件につきまして、会員の皆様に有効な情報を提供しご理解
いただけるように説明責任を果たす、と申しておりました。が、未だじゅうぶんにそれができ
ておりません。大変申し訳ございません。私の怠慢に他ならないということで、改めてお詫び
申し上げます。申し訳ございません。ただ、この件につきましては、担当の委員会青少年委員
会の皆様に情報収取してもらっております。

昨今、日本のみならず世界中の社会情勢は多方面にわたりいろんな問題を抱えていると思い
ます。私の職業柄と言いますか、学校に縁のある仕事をしておりますので、私自身は非常に教
育が大切である、と考えております。また、将来、世界的な視野をもったリーダーとなる若者
を育てて行かなくてはならないとも思ってます。ただ、ロータリークラブという性格上、直接
教育に関わることはできませんので、今回インターアクトクラブを設立し、少しでも役に立て
ていきたいと思った次第でございます。

卓 話

卓話講師：国際ロータリー
第2650地区2017-18年度
インターアクト委員会
委員長 中村廣良氏
演題：「地区インター

アクトについて」

青少年奉仕委員会

弓場委員長
クラブ管理運営委員会

増井副会長
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◆例会変更のお知らせ◆

11 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・１１月２１日(火)・・・定款第8条第1節Cによる、休会。
※ビジター受付：致しません。

■大和郡山ロータリークラブ■
・１１月２０日(月)・・・職場見学会の為、時間・場所変更。
12：30～20：00 赤塚植物園（三重県津市）

※ビジター受付：致しません。

12 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・１２月１９日(火)・・・定款第8条第1節Cによる、休会。
※ビジター受付：致しません。

■大和郡山ロータリークラブ■
・１２月１８日(月)・・・夜間例会の為、時間・場所変更。
18：30～19：30 グランドサンピア奈良（大和郡山市高田町）

※ビジター受付：致しません。

2018年1 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・１月２日(火)・・・定款第8条第1節Cによる、休会。
※ビジター受付：致しません。

・１月９日(火)・・・定款第8条第1節Cによる、休会。
※ビジター受付：致しません。

・１月１６日(火)・・・河合町 廣瀬神社にて。
※ビジター受付：1月16日(火)廣瀬神社にて12：00-12：30まで受付のみ

行います。

・１月２３日(火)・・・家族親睦新年例会の為、日時場所変更。
日時：1月21日(日) 場所：大阪方面

※ビジター受付：1月23日(火）まさごビル3Fにて12：00-12：30まで行います。

●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

ニコニコ箱 本日計 47,000円 累計 1,090,181円

藤井正勝 君 中村地区インターアクト委員長本日卓話ありがとうございます。
増井義久 君 中村地区インターアクト委員長、本日は、ありがとうございます。
弓場裕史 君 中村地区委員長様、本日は、よろしくお願い申し上げます。
武中洋勝 君 中村インターアクト地区委員長、先週に引き続き、遠方までお越し頂き有難う

ございます。卓話よろしくお願い致します。
潮田悦男 君 前回の欠席のおわびです。中村廣良様、本日の卓話御苦労様です。
北河原公敬君 例会になかなか出席できず申し訳ありません。今月も本日の例会以外は出席で

きない状況です。よろしくお願い致します。
中條章夫 君 11月はロータリー財団月間です。みなさまご協力よろしくお願い申し上げます。

ニコニコ
倉田智史 君 結婚記念日にきれいなお花を頂きましてありがとうございました。
南谷正仁 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。
ニコニコ協力 堀内眞治 君 矢追家麻呂君 森山斗福 君 野末勝宏 君 河野里志 君

中嶌 大 君

実際の設立の可否については、総会にて決定していただきますが、それまでにいろんな情報
を収集し、皆様方に判断していただく材料を揃えていきたいと思ってます。設立するかどうか
を決定してから作業を進めるというのも一つなんですが、今年度、私の年度で設立したい、と
いうことを希望しております。時間の都合もありまして、下準備を進めている次第です。その
点、何卒皆さんのご理解を、ご諒解を頂きたいと思ってます。もう一度申しますが、これは設
立前提で進めている条件ではございません。いま、青少年委員会から皆様にいろんな情報を出
して頂いた上で、総会にかけて、皆さんの賛否を頂戴したいと思っています。それでは、これ
が第一歩です。今回の卓話がその最初のスタートだと思っていただければ、と思います。


