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例会状況報告

第12回 10月9日
通算1895回

◎会員総数 ６２名
◎出席義務者 ４４名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

１８名
◎本日出席 ４６名
◎本日欠席 １０名
◎本日出席率８２．１４％

第10回 9月18日
通算1893回の修正

◎欠席者 ９名
◎免除者の欠席者 ４名
◎欠席者の補填者 ６名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ８４．４８％

例会プログラム

第13回10月18日
通算1896回

奈良ロータリークラブとの
合同例会

１．握手・挨拶
２．開会点鐘
３．ソング
４．お客様紹介
５．ビジター紹介
６．会長挨拶
７．奈良RC委員会報告
８．奈良RC幹事報告
９．奈良大宮RC委員会報告
10．奈良大宮RC幹事報告
11. 卓話

奈良国立博物館 館長
松本 信之 氏

12. 謝辞、閉会点鐘
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地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、

発信しよう；Enjoy Rotary

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ
Club Weekly Bulletin

－ クラブ創立４０周年 －
クラブテーマ

「伝統を育み、未来を拓く」
失敗を恐れず 勇気をもって 一歩前へ GOOD TRY

■創 立：1979年1月23日
■例 会：毎週火曜日 17:30～18:30
■例 会 場：奈良ホテル本館

奈良市高畑町1096番地 電話（0742）26-3300

■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
hp：http://www.naraomiya-rc.jp
E-mail：info@naraomiya-rc.jp

■会長：武藤 廣茂 ■副会長：中嶌 大 ■幹事：谷川 千代則

2018-19年度 RIテーマ

RI会長 バリー・ラシン

RI第2650地区ガバナー

中川 基成

会 長 の 時 間

◇武藤会長

皆さん、こんばんは。ご報告させていただきます。長年の懸案でご
ざいましたインターアクトクラブですが、昨日ようやく奈良女子大学
附属中等教育学校インターアクトクラブの創立総会を行うことができ
ました。総会に際しましては、国立大学法人奈良女子大学の理事で副
学長であられます小川様をはじめ学校関係の皆様、ロータリー関係で
は、中川ガバナー、パストガバナー、幹事長、ガバナー補佐、地区委
員長等々多数お見えいただき、また友好クラブの東京恵比寿RCからは
会長・幹事様、太宰府RCからは青少年委員長様にお見えいただきまし
た。我々のクラブからも弓場委員長はじめ、ベテランの会員の方々も
沢山お見えいただきまして、本当に盛大なうちに挙行されました。180
名の方がお見えいただきまして、学生たちも大変喜んでおられたとお
聞きしております。この後インターアクトクラブの認証状伝達式がご
ざいまして、12月16日の日曜日、午後2時から同じ奈良女子大学附属中
等教育学校多目的ホールで行われますので、次回も数多くご出席いた
だきますようお願いしたいと思います。

もう一件、福本良平会員のご尊父様、株式会社福本設計の創業者で
あられます福本毅平様がご逝去されました。お通夜が10月11日19時か
ら、告別式は12日11時からですが、詳細は改めまして皆様方にFAXでご
連絡させていただきます。
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委 員 会 報 告

◇出席委員会
塩澤委員

・出席報告

◇ニコニコ委員会
小西委員

・ニコニコ報告

◇ロータリー財団委員会 福本委員長

今月10月24日は世界ポリオデーです。今年に入ってから現時
点までに報告されました世界における発症数は、過去最少であ
りますものの、パキスタン、アフガニスタンに於いて症例が確
認されるなど、完全撲滅までにまだ多くの資金が必要とされて
おります。年会費で皆様から2,000円をいただいておりますが、
地区よりお一人3,000円以上のご協力要請がありましたため、
ポリオ撲滅基金の箱を回させていただきます。1,000円以上の
ご協力をお願いいたします。

米 山 奨 学 金 授 与

ガルブジャ、プルナ プラサッド君

御 結 婚 御 祝

弓場会員 ご令嬢 10月7日(日)ご結婚

◇インターアクト委員会 弓場委員長

昨日、奈良女子大学附属中等教育学校インターアクトクラブ
が無事に設立されました。山あり谷ありの中、何とかここまで
たどり着けましたのも、皆様のご指導とご協力あってのことで
す。有り難うございました。また一昨日に娘の結婚式があり、
そのような中当日を迎え、シナリオなど未完成の部分もありま
したが、皆様が現場でうまくご修正、形を整えていただきまし
たことに感謝いたしております。ここに武藤会長、中川ガバナー
に直筆のサインをいただきました認定フォームの原本がござい
ます。皆様に回覧させていただきます。
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10月お誕生日・結婚記念日

乾 杯 ◇中嶌副会長

この連休は体育の日ということで、子供
さんやお孫さんたちの元気な姿を楽しんで
おられた方も多いかと思います。私は子供、孫を連れて小旅行に行ってまいりました。

私事ですが10月で父の37回忌を迎えます。父は52歳で亡くなりましたが、父が出来な
かったことをロータリーの精神に基づいて、仕事を通じて社会に奉仕したいと考えてお
ります。それでは今月結婚記念日、お誕生日をお迎えの方、ますますよい夫婦でおられ
ますこと、健康に過ごされるますことを祈念いたしまして乾杯したいと思います。

★お誕生日★
野﨑 隆男君
岡 中 君
福本 良平君
川端 昇 君

★結婚記念日★
冨川 悟 君
金星 昇 君
河野 里志君
清岡 義教君
井上 正行君
野﨑 隆男君

幹 事 報 告 ◇谷川幹事
・来週の例会は奈良ＲＣとの合同例会

10月18日(木) 17：30～18：45です。
・先週お配りしたガバナー月信の総集編で米山表彰の

掲載漏れがあったとガバナー事務所より連絡があり
ました。掲載漏れをまとめて後日送っていただくこ
とになっております。

・今年のＩＭでは第2部でワイヤレスリモコンを全員に
お持ちいただきます。ご自分の名前のリモコンを使
用するようお願いいたします。また、第2部が終わり
ましたら懇親会までに谷川まで返却お願いいたしま
す。

卓 話 者 紹 介 ◇冨川会員（地区米山奨学委員会 委員）

10月は米山月間です。ご寄付もよろしくお願いいた
します。また皆様の状差しに米山記念奨学事業の豆辞
典を入れております。これは昨年の実績や決算報告な
ど分かりやすく詳しく載っておりますので、特に最近
入会されました会員の方は是非ご覧いただき、十分理
解していただきたいと思います。それでは本日の卓話
者のご紹介をいたします。ガルブジャ、プルナ プラサッ
ト君、彼はネパールの出身で帝塚山大学の3回生、当ク
ラブで2年間お世話することになっております。今年度
当クラブではネパールでの奉仕事業を考えておりまし

て、先程その話をしましたら「ネパールの案内は私に任せてください。」ということで
すので、是非ご協力をお願いしたいと思います。
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卓 話

卓話講師：米山奨学生 ガルブジャ、プルナ プラサッドさん
タイトル：「地元の観光スポット」

私は、中学生までは石や土で出来ているような校舎のある田舎町で過ごしました。
高校生になって都会へ行くことになりました。高校では経営学を学んでいました。自分
は、非常に緊張するため人前で話をすることが出来ない性格でした。そこで日本に行っ
て一から学ぶことで変えられると思い留学することにしました。日本に来て基本の2年間
プラス1年間の計3年間日本語の勉強をしました。日本では観光のマーケティングに関す
ることについて学びたかったので、オープンキャンパスに参加して帝塚山大学を選びま
した。2年間頑張って良い成績をあげることができました。その結果ロータリーの米山奨
学生に選んでいただくことができ大変嬉しかったです。それまでは、アルバイトばかり
して忙しかったのですが、奨学生に選ばれることで、そのことからも解放され少し太り
ました。
私の地元(ネパール)の観光スポットですが、4つ紹介させていただきます。

まず一つ目は(プーンヒル)というビュースポットです。たくさんの山を見ることができ、
日の出を見るポイントとして有名です。春には、日本では桜がありますが、ここではラ
ディグラスという花が咲きとても綺麗なところです。でも、スポットまでは町から歩い
て3時間くらいかかるため大変なのです。お年寄りや障がい者の人ではとてもいけないの
で申し訳ないのですが、道路を整備するとみんな自動車でスポットまで行ってそのまま
帰ってしまい、地元でお金を使ってもらえないため道路を造らないのです。

二つ目は（ＡＢＣキャンプ）という場所ですが、こちらもたくさんの山を間近で見る
ことができます。歩いて一週間くらいかかります。

三つめは（ポカーラ）という観光客が一番多いところです。ちょうど10月の今頃が雨
も少なく、雪も見ることができ良い時期です。パラグライダーなどのアトラクションを
楽しむこともできます。

四つ目は(チトワン国立公園)です。象に乗ったり、自動車で公園内を回っていろいろ
な動物を見ることができます。大変暑い場所です。2010年に121頭いたトラを10年後に
2倍にする計画を立てていましたが、2018年には235頭になり、計画以上のペースで進ん
でおり達成可能性は高いです。私の地元の紹介をさせていただきました。是非興味があっ
たら行ってみてください。

人生で一番うれしかったことは、ロータリーの奨学生に運よくと言いますか、選ばれ
たことです。例会で話される卓話などは、理論ではなく実際の経営者の生の話を聞けて
大変勉強になります。また、祇園祭に連れて行っていただいたりして日本の文化も勉強
することができて本当に良かったと感じています。将来、自分の国に帰って、ここで学
んだことの5％でも活かせることができたら、それが自分の人生での成功だと思います。

（詳しくは動画をご覧ください。）
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奈良女子大学附属中等教育学校
インターアクトクラブ創立総会

オ－プニング

奈良女子大学附属中等教育学校 器楽部

開会

インターアクトクラブメンバーの紹介 インターアクトクラブ結成調印式

インターアクトクラブ創立への経過

インターアクト委員会 弓場委員長

開会の挨拶

武藤会長
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インターアクトクラブメンバー

インターアクト旗・備品贈呈

藤井パスト会長 祝辞

中川基成ガバナー

祝辞

地区インターアクト委員会

中村廣良委員長

ご挨拶

国立大学法人 奈良女子大学

小川英巳副学長

インターアクト章授与
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記念ミニコンサート

シンガーソングライター・奈良観光大使

氷置 晋 氏

謝辞と抱負

奈良女子大学附属中等教育学校

インターアクトクラブ 鈴木陽之会長

懇親会 ご挨拶

北河原 公敬パストガバナー

ダンス披露

ご挨拶

奈良女子大学附属中等教育学校

渡邊利雄校長

200名近くのご参加



8

閉会の挨拶

佐川パスト会長（当学校ＯＢ）

海外交流事業発表 インターアクトクラブの歌

手に手つないで斉唱

記念撮影
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新 聞 掲 載 記 事

インターアクト創立総会の様子が、奈良新聞（10／10）、産経新聞（10／10）に
掲載されました。

ニコニコ箱 合計 57,000円 累計 887,000円
武藤廣茂 君 昨日、お陰様で、インターアクトクラブの創立総会を挙行する事が出来

ました。ありがとうございました。弓場委員長をはじめ担当委員の皆様
本当におつかれ様でした。引きづづきよろしくお願い致します。

谷川千代則君 昨日のインターアクト創立総会に多数ご出席いただきありがとうござい
ました。

藤井正勝 君 昨日のインターアクトクラブ創立総会が無事に終わり、弓場さん、
武中さん、堀内さんそして青少年委員の皆様、ありがとうございました。
ご苦労をおかけしました。ありがとうございます。

弓場裕史 君 10月8日無事奈良女子大学附属中等教育学校インターアクトクラブ創立総
会を終える事ができました。皆様のご協力とご指導に心より感謝申し上
げます。

増井義久 君 弓場委員長以下インターアクト委員会のみなさま、昨日はおつかれさま
でした。

中嶌 大 君 インターアクト創立総会に欠席しまして申し訳ありませんでした。
宮西正伸 君 弓場さん昨日はお疲れ様でした。感動しました。
北神徳明 君 例会欠席のおわび
井上正行 君 結婚記念日御祝ありがとうございます。49回目です。
福本良平 君 誕生日祝ありがとうございます。
野﨑隆男 君 結婚記念日並びに誕生日お祝いありがとうございました！
清岡義教 君 結婚記念のお祝 誠にありがとうございます。14年目となりました。
冨川 悟 君 結婚記念日のお祝い美しいお花ありがとうございました。
ニコニコ協力 石野捨雄 君 河野里志 君 市田富久夫君 倉田智史 君

小西敏文 君

奈良新聞 産経新聞
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●会報・IT委員会/宮西正伸 南谷正仁 西本隆一

辻本和久 西村甲児 webmaster/宮西正伸

◆例会変更のお知らせ◆

2018年10月 ■奈良東ロータリークラブ■
・１０月２４日（水）→１０月２７日（土）

社会奉仕事業の為、移動例会
日時 １０月２７日（土）９：００～
場所 奈良市南福祉センター

※ビジター受付：１０月２４日(水）１７：３０～１８：００まで、
ホテル日航奈良３階ロビーにて行ないます。

2018年11月 ■奈良西ロータリークラブ■
・１１月８日（木） 例会内容変更 第２回クラブデー開催
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

・１１月２２日（木） 休会（定款細則第８条-1節Cによる）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

・１１月２９日（木） 例会内容変更 第２回クラブアッセンブリー
開催

※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

2018年12月 ■奈良西ロータリークラブ■
・１２月１３日（木） 第２回家族親睦移動例会の為、例会場変更
※ビジター受付：１２月１３日（木）１７：３０～１８：００、

奈良ロイヤルホテル１Fフロント横にて行います。

・１２月２７日（木） 休会（定款細則第８条-1節Cによる）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

次 週 例 会 休 会 ２０１８年１０月２３日（火）

次 回 の 例 会 ２０１８年１０月３０日（火）
卓話：グエン レ アン さん（ベトナム）
所属：米山奨学生（世話クラブ橿原RC）


