
1

発行日 / 2018年6月26日
2017-2018/46

Vol.39
No.1883

hp:http://naraomiya-rc.jp

E-mail：info@naraomiya-rc.jp

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46回 6月19日
通算1882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 ４６名
◎本日欠席 １０名
◎本日出席率８２．１４％

第44回 6月5日
通算1880回の修正

◎欠席者 ５名
◎免除者の欠席者 ７名
◎欠席者の補填者 ６名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９６．７２％

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47回6月26日
通算1883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．新入会員入会式
７．委員会報告
８．会長退任の挨拶
９．幹事退任の挨拶
10. 幹事報告
11. 友愛例会
12. 閉会点鐘

次回の例会

2018年7月3日（火）

会長・幹事挨拶
友愛例会

（理事会）

会 長 の 時 間 ◇藤井会長

それでは、改めましてこんにちは。
昨日朝の７時５８分、皆さんも驚かれたと思
いますけれども、大阪で大きな地震がありま
した。奈良市も震度4、生駒市と大和郡山市
で震度５弱であったように思います。顔ぶれ
見せていただきましたら、皆さんお変わりな
いように思いますが、どうぞご注意ください。
ガバナー事務所の方からも何かあったら報告
してほしいというメールが届いております。
それと太宰府R.C.に６月１５日１６日、親睦
ゴルフを兼ねて総勢１２名で行ってまいりま

した。私と幹事は翌日に県下の会長幹事会があったので失礼させてい
ただきましたが、詳細につきましてはあとでまた親睦委員会のほうか
ら報告があると思います。それと県下会長幹事会、当年度と次年度の
合同会長幹事会がございまして、その中で皆さんにご報告することの
み申し上げます。県下ロータリー親睦ゴルフの日程が決まりました。
やまと西和R.C.のホストで１０月２３日オークモンドに行われる予定
でございます。次に多分皆さんもご存知かと思いますけど、IMは１０
月２０日土曜日、春日国際フォーラムにて奈良西RC担当で行われます。
この日は予定を空けていただきますようにお願い致します。それと寂
しい話ではございますが、高辻会員のほうから退会願を出されました
ので、受理させていただきました。本日出席していただいております
ので、後ほど挨拶していただきます、次に奥田会員の件でございます。
先週の火曜日お見舞いに行ってきましたけれど、仕事のこともあり、
なかなか思うように療養もできなくて現在は退院なさったようです。
まだ痛みはあるようですけど、元気でした。また近々出てこられると
思いますので、その時はお声かけてあげてください。最後に本日のク
ラブ協議会の件でございますが、本来なら例会後にさせていただくと
いうことが通例になっているのですが、今回は当年度の各委員長様の
発表また次年度の引継ぎその他を含めますと、多くの皆さんに聞いて
いただくのがいいのではないかと理事会で諮り、例会の中でさせてい
ただきます。以上でございます。
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植倉一正氏退会の挨拶

こんばんは。すでにご報告をいただいておりますように、今月末をもって
退会をさせていただきます。誠に長い間お世話になりありがとうございまし
た。思い起こしますと、今から二十数年前の松岡嘉平治さんが会長の年度に
入会をさせていただきました。以来今日まで、奈良大宮ロータリークラブの
会員の皆様をはじめ、多くのロータリアンの皆様方と知り合うことができま
したことを本当に有難く思っております。またこの間、いろいろな奉仕事業
や周年事業あるいはIMや地区大会のホスト等の活動を通して、多くの事を学
ばせていただいた事にも感謝を致しております。とりわけロータリーの重要
な教えの一つであります「４つのテスト」、この教えを学ばせていただいた

ことが私にとって、大切なものとなっております。この「４つのテスト」の教えは、これから
も守っていきたいと思っております。最後になりましたが、奈良大宮ロータリークラブがこれ
からも素晴らしい奉仕活動を続けられ益々発展されますことを祈念申し上げ、私の退会の言葉
とさせていただきます。どうも長い間ありがとうございました。

高辻良成氏退会の挨拶

２０００年８月に入会を致しました。その時の歓迎会である会員からロー
タリアンというのは死ぬまでなのだと、ロータリーを辞めるときは死ぬ時な
のだというふうに教えていただきました。それを思い出しますと、今この場
に立っているには、万感胸にせまるものがあります。少し長くなりますがお
話します。私はこの一年すごく強烈な違和感を覚えておりました。それは奉
仕活動であったり、例えばクールビスであったり、またはクラブ協議会、情
報集会等々枚挙にいとまがないものであります。特に２月２７日の総会の時
に違和感が沸点に達したように思います。発言を得る機会を得て質問を致し
ましたところ、実は質問というよりは意見を会長の覚悟みたいなものを聞き

たくて声をあげたのですけども、質問に答える必要はないですとか、会長は何も言わなくて良
いといった声があったときに、あっ、僕はこの場所に居られないなと思って退会届を出しまし
た。そのあと何名かの方々から真摯に慰留の言葉をいただきました。松岡嘉平治さんからは
「お前そんなあほな事言うな」とお声がありましたし、有井さんからは「年寄りを悲しませる
なよ」というお言葉もいただきました。一旦保留という形で３月末は保留したのでありますけ
れど、退会という重い決断を口に出した以上、それを撤回するのはやはりどうもおかしい、ま
た総会に先立って事前に賛成してくれという電話がなされていた話を聞くにつけ、やはりここ
は主旨を貫徹して退会しようという運びになりました。奈良大宮ロータリークラブは来年４０
周年という記念すべき年になります。そこに自分がいないことについては、内心忸怩たる思い
があります。父親から引き継いだものを自分がぶった切っていいものかという思いもありまし
たが、地位に連綿するタイプでもありませんので、６月に退会することと決断しました。奈良
大宮ロータリークラブに在籍中にはいろんな事を学びました。大変どうもありがとうございま
した。

次年度地区委員委嘱状授与
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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＞西村委員 ・ニコニコ報告
◇親睦活動委員会＞市田委員長 ・第4回親睦ゴルフコンペ（太宰府）の報告
◇次 年 度 報 告＞谷川副幹事 ・クラブ協議会及びガバナー公式訪問の件

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次週例会の予定 2018年６月２６日（火）友愛例会
・生駒RC、IM報告書の配布の件
・ロータりー100周年記念バッチデザイン募集の件
・第4回情報集会の報告書、配布の件
・全委員会年間報告（1人、1分～2分）
・クラブ協議会③

親睦活動委員会

市田委員長
谷川副幹事

年 間 報 告 ◇各委員会より年間報告が発表されました。

会員組織常任委員会

武藤委員長

会員選考委員会

北神委員長

会員増強委員会

石野委員長

職業分類委員会

佐川委員長

ロータリー情報委員会

植倉委員長

奉仕プロジェクト常任委員会

社会奉仕委員会

大塩委員長

職業奉仕委員会

國原副委員長

青少年奉仕委員会

武中委員



4

国際奉仕委員会

水野副委員長

ロータリー財団常任委員会

ロータリー財団委員会

中條委員長

クラブ広報常任委員会

潮田委員長

雑誌・広報委員会

南谷委員長

会報・ＩＴ委員会

河野委員長

クラブ管理運営常任委員会

増井委員長

ニコニコ委員会

中嶌委員長

親睦活動委員会

市田委員長

プログラム委員会

森山委員長

出席委員会

岡副委員長

ソング委員会

中奥委員長

会場監督

門脇委員

ニコニコ箱 本日計 36,000円 累計 2,721,181円

藤井正勝 君 各委員長様、宜しくお願いします。また年度末家族親睦会や太宰府RCとの親睦
ゴルフ、大変お世話になりました。ありがとうございます。

飯田二昭 君 前回、突然の欠席の詫びに。
市田富久夫君 先日の太宰府ロータリークラブへの遠征ゴルフに参加いただいた方々、またわ

ざわざ懇親会に来てくださった藤井会長、堀内幹事、門脇さん、ありがとうご
ざいました。これで親睦活動委員会の行事は全て終了となりました。
一年間ありがとうございました。

潮田悦男 君 昨日の地震で大事にしていたベネチアングラスの花ビン、こわれてしまいまし
た。友人からのプレゼントでした。残念です。

國原正記 君 先日の家族親睦例会は、つたない司会でしたが沢山の会員の皆様に出席して頂
きありがとうございました。また先週の太宰府RCとの第4回親睦ゴルフに遠い所
多くの会員の皆様に参加していただきありがとうございました。おかげ様で太
宰府RCのメンバーの皆様とも親睦を深めることが出来ました。ありがとうござ
いました。

中嶌 大 君 ニコニコもラストスパーツです。ご協力よろしくお願い致します。
堀内眞治 君 委員長の皆様、年間報告よろしくお願いします。
ニコニコ協力 川端 昇 君 増井義久 君 森山斗福 君 矢追家麻呂君

●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


