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「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
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■会長：武藤

廣茂

お客様のご紹介

■副会長：中嶌

大

■幹事：谷川

RI会長 バリー・ラシン
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

千代則

・松本 伸之 様（奈良国立博物館 館長）

中川

基成

例会プログラム
第14回10月30日
通算1897回

奈良クラブ・奈良大宮クラブ合同例会開催

奈良クラブ
倍巌会長

RI第2650地区ガバナー

１．握手・挨拶
２．開会の点鐘
３．ソング
４．ビジター紹介
５．会長報告
６．委員会報告
７．幹事報告
８．卓話
米山奨学生
グエン レ アン 様
（ベトナム：お世話クラブ
橿原ＲＣ）
９．閉会の点鐘

奈良大宮クラブ
武藤会長

会 長 の 時 間 ◇奈良クラブ倍巌会長
皆さんこんばんは。今日は奈良大宮クラブの例会に奈良クラブがお
邪魔させて頂くという形で合同例会を開催させていただきました。
平素はいろいろな意味でご支援、ご協力いただき、本当に有難いと思っ
ております。こうして合同例会をさせていただきますと、それぞれク
ラブによって例会の運営の方法がこんなに違うのだと思うことが沢山
ございます。例えば例会前に握手ということも奈良ロータリークラブ
ではありませんし、そしてまたいろいろな運営方法にいたしましても、
それぞれクラブによって違いがあることを見させていただきますと、
改めて自分たちのクラブの良いところや改めるべきところ、いろいろ
なことに気づきをいただけるような気がいたします。そういう意味で
合同例会は本当に大事な例会だと思っております。そして奈良大宮ク
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例会状況報告
第13回 10月18日
通算1896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
３９名
◎本日欠席
１１名
◎本日出席率７８．００％
第11回 10月2日
通算1894回の修正
◎欠席者
１名
◎免除者の欠席者
２名
◎欠席者の補填者
５名
◎免除者の補填者
５名
◎出席率
９８．３３％

ラブさんは、先日奈良女子大学附属中等教育学校でインターアクトクラブをご提唱され
まして、青少年奉仕にむけて新しい奉仕活動を進められます。私共はインターアクトク
ラブを一条高校で提唱させていただいておりますけれども、若い高校生の人達と接する
こと、一緒にいろいろな活動をすることで、私たちも大変大きな気づきをさせていただ
くことが多々ございます。これからも一緒にインターアクトクラブの運営、そして交流
を計らせていただければ有難いと思っております。本日は最後までどうぞよろしくお願
いいたします。
会 長 の 時 間 ◇奈良大宮クラブ武藤会長
皆さんこんばんは。本日は先程も倍巖会長からもお話がございましたように、昨年に
引き続きまして合同例会にお誘いいただきまして本当に有り難うございます。これを機
会に益々いろいろと勉強させていただきたいと思っております。思えば1979年、緒方特
別代表のご指導をいただきまして、私共が奈良ロータリークラブさんをスポンサークラ
ブとしまして誕生し、今年でちょうど40年を数えます。先程倍巌会長からお話いただき
ましたように、先般、奈良女子大学附属中等教育学校のインターアクトクラブを提唱さ
せていただきました。インターアクトクラブは、奈良クラブさんの方で随分と前から提
唱されておられますので、これから先いろいろと勉強させていただきたいと思っており
ます。私共40周年といいますと40歳になった訳でございますけれども、四十になりまし
ても、子は子、親は親でございまして、今後も奈良ロータリークラブさんには、ご指導
賜わりますことや、お世話になることが沢山あろうかと思います。今後ともどうぞよろ
しくお願い致します。本日の合同例会はクラブ一同大変喜んでおります。どうぞ最後ま
でよろしくお願い致します。
委員会報告

幹事報告

奈良クラブ
◇出席奨励委員会
由良委員長

奈良クラブ
◇ニコニコ委員会
北野委員長

・出席報告

・ニコニコ報告

奈良大宮クラブ
◇出席委員会
成田委員

奈良大宮クラブ
◇ニコニコ委員会
國原委員長

・出席報告

・ニコニコ報告

◇奈良クラブ清水幹事

幹事報告

◇奈良大宮クラブ谷川幹事
・ＩＭの件
・23日休会・県下親睦
ゴルフの件
・10月30日クラブ協議会
の件
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卓話

卓話講師：奈良国立博物館 館長 松本 伸之 氏
タイトル：「必見！正倉院展」
正倉院とは古くは一般名詞でありました。「正倉」とは行政上の重要な物を保管して
おく倉庫の意味でした。また「院」とは、集まっている地域という意味があり、「正倉
院」はもともと行政上の重要なものを保管しておく倉庫の集まっている地域という意味
でありましたが、現在は今の正倉院の1棟だけになってしまったため固有名詞となってい
ます。正倉院の中の宝物は、現在は東西宝庫に分けて保管されており、天皇の勅許が無
いと開けることができません。毎年秋に開封して中の宝物の点検・調査を実施しており、
これに合わせて正倉院展が開催されております。宝物には①献納物、②東大寺大仏奉納
品、③造東大寺司関係品、④聖語蔵経典類の4つの種類に分かれていて、1300年の時を経
て今の状態で保管されていることは「奇跡中の奇跡」であると言われています。正倉院
展では毎年これらの宝物の中から60点前後を展示しています。原則として10年以上に一
回しか展示することができないこととされていて、今回の70回の正倉院展においても宮
内庁が決定し、陛下が許可した、シルクロード宝物の集約地で1300年大切に守られてき
た宝物を展示しています。パンフレットに写真もありますが、写真では判らない素晴ら
しさを是非実際に実物を見て感じてもらえればと思います。（詳しくは動画をご覧ください。）
インターシティミーティング
10月20日（土）奈良春日野国際フォーラム甍にてインターシティミーティングか開催
されました。当日は392名の登録者があり、当クラブからも22名参加しました。中川ガバ
ナー、知事・市長、北河原ゼネラルリーダーのご挨拶に始まり、基調講演は「ロータリー
の魅力と基本：変貌する国際ロータリーの中で」と題し、ＲＩ第2700地区パストガバナー
の廣畑 富雄氏にご講演いただきました。その後ロータリーフォーラム、ロータリークイ
ズコンペと続き、クイズコンペでは当クラブの髙野さんが4位を筆頭に井上さん、増井さ
ん、楠原さん、麹谷さん、が上位入賞、懇親会に参加できなかったメンバーの中にも入
賞者があり、当クラブは極めて良い成績でありました。懇親会で上位入賞者には記念品
が贈呈されました。
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奈良県下ロータリークラブ親睦ゴルフ大会
10月23日（火）奈良県下ロータリークラブ親睦ゴルフ大会がオークモントゴルフクラ
ブで行われ、奈良大宮クラブから10名の会員が参加しました。シニアの部で、見事に
小西会員が優勝されました。団体戦でも準優勝と良い成績でした。

ニコニコ箱
奈良ＲＣ会長

奈良ＲＣ幹事

松岡嘉平治君
中奥雅巳 君
ニコニコ協力

合計

79,000円

累計

966,000円

倍巌良明 様
奈良大宮ロータリークラブの皆様、こんばんわ！
本日の合同例会よろしくお願いいたします。
清水博一 様
奈良大宮ロータリークラブの皆様、本日の合同例会、大変お世話に
なります。よろしくお願いいたします。
合同例会、おめでとうございます。奈良大宮ロータリークラブ、最年長
として今後も、合同例会を継続して頂きたいと思います。
奈良ロータリークラブの皆様本日はよろしくお願い致します。
増井義久 君 佐川 肇 君 石野捨雄 君 楠下重郎 君
中村信清 君 潮田悦男 君 藤井正勝 君 森山斗福 君
堀内眞治 君 野﨑隆男 君 市田富久夫君 水野憲治 君
平方貴之 君 山口尚紀 君 清岡義教 君 辻本和久 君
宮坂勝紀 君 國原正記 君

◆例会変更のお知らせ◆
2018年11月

■橿原ロータリークラブ■
・11月2日(金)・・・通算3000回記念例会の為、時間変更
時間 12：00～
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。
・11月23日(金・祝)・・・休会（定款６条1－Ｃによる）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

次回の例会

２０１８年１１月６日（火）
卓話：坂本 洋子 氏・坂本 利文 氏 所属：古楽器演奏家
タイトル：レクチャーコンサート「様々な縦笛」
●会報・IT委員会/宮西正伸
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辻本和久

西村甲児

南谷正仁

西本隆一

webmaster/宮西正伸

