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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42回 5月22日
通算1878回

◎会員総数 ６５名
◎出席義務者 ４３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 ４８名
◎本日欠席 ７名
◎本日出席率８７．２７％

第40回 5月1日
通算1876回の修正

◎欠席者 ８名
◎免除者の欠席者 ９名
◎欠席者の補填者 ５名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９４．６４％

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43回5月29日
通算1879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．米山記念奨学会功労表彰
７．委員会報告
８．幹事報告
９．卓話

ｶﾚﾝ・ｼﾞｭﾘｱ・ｳｫｰﾀｰｽﾞ様
10. 閉会点鐘

次回の例会

2018年6月5日（火）
卓話講師:法相宗大本山

興福寺 教学部執事長

事務取扱 夛川良俊様

演題「興福寺中金堂の

再建について」

米山奨学生 ガルブジャ プルナ プラサッドさんご挨拶

こんにちは。暑いネパール出身ガル
ブジャプルナプラサッドと申します。
自己紹介は前回しましたので、今回は
少し自分の国を紹介したいと思います。
私の国であるネパールは中国とインド
の間の小さい国です。私は大学で観光
マーケティングを学んでいます。学校
で友達から「あんたの国はインフラが
十分ではないのに、なぜヨーロッパか
ら観光に来られるのですか」と聞かれ

た時、私は「観光はインフラが整備されたところでなくて
も、お客さんはいっぱい来るよ。」と言いました。しかし、
インフラ整備が十分できたらもっとお客さんもっと増える
と思います。以上です

米 山 奨 学 金 授 与

◇ガルブジャ，プルナ プラサッド さん（帝塚山大学 在学）
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委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞岡副委員長 ・例会状況報告
◇ニコニコ委員会＞武中委員 ・ニコニコ報告
◇40周年準備委員会＞堀内幹事 ・記念事業部会開催の件
◇次年度幹事報告＞谷川副幹事 ・写真撮影の件
◇親睦活動委員会・姉妹友好担当＞市田委員長

・ミリラニサンライズRC例会訪問報告

谷川副幹事 親睦活動委員会
市田委員長

会 長 の 時 間 ◇藤井会長
ハワイの報告をさせて頂きます。先週１５日休会日でご

ざいましたので、その夕方からハワイのミリラニサンライ
ズロータリークラブの方に行ってまいりました。参加いた
だいた方のお名前は前回の例会の時に申し上げた通りです。
到着は現地１５日の朝です。そのまますぐゴルフになりま
した。これで時差ボケをまずみんな解消したと思っており
ます。次の日もまたゴルフでございます。ただこのゴルフ
はミリラニサンライズクラブが主催するチャリティーゴル
フでした。各テーブルに１枚ずつ置いてありますのが、私
のいただいた礼状です。これはご参加者頂いた皆さん、そ
れぞれにあります。裏に日本語で訳もございます。詳細は
申しませんけど、参加費の内の約半分９０ドルを奨学金に
あてるそうです。その時の参加者は車が４０台くらいあり

ましたから約１２０～３０名かと思っています。それがショットガンという全コー
スに分かれて一斉にスタートして、それもハワイルールのゴルフでしたので、最初
は結構戸惑いました。その次３日目ですが、３日目もまたゴルフでした。ノースショ
アへ行きました。これもまじめにロータリーの活動はしております。終った後、そ
のままミリラニサンライズロータリークラブのメンバーのお宅を訪問させて頂きま
して、懇親を深めてまいりました。翌最後日もまたゴルフでして、５０００地区の
地区大会の前のゴルフ大会に参加させて頂きました。ずっとゴルフです。ですから
真っ黒です。もう他は一切見ておりません。詳細につきましては潮田先生の翻訳を
含めて親睦委員会の市田委員長からいろんなお話をさせて頂き、あとでご報告させ
て頂きます。ありがとうございました。
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幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・宮坂さんの入会推薦通知書の
間違えのお詫び

・次週例会の予定
2018年5月29日（火）
卓話：オフィース・カレン
代表 カレン・ジュリア・

ウォーターズ氏
演題「子供達と楽しい

英語教室」
・平城京RCのDVD配布の件

・奈良国立博物館「春日大社のすべて」の案内
・例会後、成田会員の歓迎会（奈良ホテル ザ・バー）

5月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
・北河原公敬 君
・小林 一士 君

★結婚記念日★
・増井 義久 君
・高木 伸夫 君
・石野 捨雄 君
・高辻 良成 君
・佐川 肇 君
・鈴木 譲 君
・大塩 栄作 君
・谷川千代則 君

乾 杯 ◇増井副会長

卓 話

卓話講師：奈良県医療政策部薬物監視係 松本 卓也様
演題「薬物乱用防止について」



4 ●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 42,000円 累計 2,472,181円
藤井正勝 君 奈良県医療政策部松本卓也様本日の卓話ありがとうございます。

また先週ミリラニサンライズクラブに御同行いただきました皆様
に感謝申し上げます。

増井義久 君 松本卓也様 卓話有りがとうございます。近大校友会も宜敷お願
いします。

武藤廣茂 君 ハワイ・ミリラニサンライズRCへ訪問の皆様、大変お世話になり
ました。お蔭様で楽しい旅になりました。
ありがとうございました。

谷川千代則君 結婚記念日のお祝いありがとうございます。
石野捨雄 君 結婚記念日に美しい記念品を送って頂きありがとうございました。
大塩栄作 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。
楠原忠夫 君 ５月１６日(水)岡さん、５月２１日(月)情報集会中奥班長はじめ

出席の方々いずれもお世話になりました。ありがとうございます。
國原正記 君 ハワイに行き、ミリラニサンライズRCのメンバーの方々と親睦を

深めてまいりました。多少アクシデントはありましたが、無事に
帰って来ることが出来ました。ありがとうございます。ミリラニ
サンライズRCのおもてなしに感謝です。

小西 敏文君 総勢９名でハワイミリラニサンライズRCへ友好を深めてきました。
皆様お疲れ様でした。

佐川 肇 君 結婚記念のお花を頂き、有り難うございます。来年はいよいよ
結婚５０周年を迎えます。

成田 和哉様 本日の歓迎会ありがとうございます。
堀内眞治 君 ニコニコ協力
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
山口尚紀 君 ニコニコ協力

次年度委員長会議

2018年5月26日土曜日16:00より 三笠温泉「平城」において
2018-2019年度の委員長会議が開催されました。


