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例会状況報告

第24回 1月15日
通算1907回

◎会員総数 ６５名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

１９名
◎本日出席 ５０名
◎本日欠席 ９名
◎本日出席率８４．７４％

第22回 12月25日
通算1905回の修正

◎欠席者 ４名
◎免除者の欠席者 ５名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９３．１０％

例会プログラム

第25回1月22日
通算1908回

創立40周年記念例会

１．40年の歩み放映

２．開会の点鐘

３．ソング

４．来賓紹介

５．物故会員への黙祷

６．会長挨拶

７．来賓祝辞

８．祝電披露

９．記念事業報告

10．閉会の点鐘
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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

■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。来週はいよいよ創立40周年記念式典の日でござ
います。一口に40周年といいましても、本当に長い歴史がございまし
て、歴代会長の皆様並びに各先輩方が、今日まで色々と培ってこられ
た訳でございます。今回の式典は、我々のクラブがどのように歩み、
どのように地域社会に貢献してきたかをご臨席いただきます来賓の皆
様、我々会員のご家族の方にご披露しながら知っていただく、それと
同時に今後もこのクラブが持続可能なクラブとして、どのような方向
を向いて地域や世界的に貢献していくのかをお伝えする、そういう席
ではないかと思います。またこの40周年の式典を境に、我々も初心に
帰って考え直したり、未来を見ながら進んでいく、そのような転機、
良いクラブを続けていこうとする機会になればと思っております。
当日はどうぞ皆様ご出席いただき、ご協力いただきますことを切にお
願い致しまして、本日の挨拶とさせていただきます。どうぞ宜しくお
願い致します。
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米山奨学会より感謝状

◇米山功労者 メジャードナー 第12回 平野 貞治 君
第11回 楠下 重郎 君
第10回 飯田 二昭 君

◇米山功労者 マルチプル

第7回 小西 敏文 君
第4回 倉田 智史 君
第3回 平方 貴之 君

米 山 奨 学 金 授 与

武藤会長からガルブジャ、プルナ プラサッド君
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委 員 会 報 告

◇ニコニコ委員会
川端副委員長

・ニコニコ報告

◇出席委員会
成田委員

・出席報告

◇未来計画特別委員会
髙野委員長

・昨年11月、皆様にご協力いただきましたクラブの現状調査を
集計、簡単なコメントを添え、本日配布させていただきました。
今回は大変満足が＋2点、どちらとも言えないが0点、不満であ
るが－2点など点数化致しましたが、総論で申し上げますと、
当クラブは雰囲気がいいのかと思います。ただ各論で申し上げ
ますと、問題点もございます。緑に着色している部分はいい状
態であって、オレンジの部分が色々と考えていかなければなら
ない点だと思います。纏めますと、例会には出席しているが、
もっとコミュニケーションを取りたいでありますや、自分の能
力がまだまだ使われていない、あまり人を誘っていないという
結果などが出ております。今後は将来クラブがどのようにあり
たいかというアンケートを作りたいと思いますので、ご協力の
程よろしくお願い致します。

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・40周年記念式典の記念撮影を15：30から行います。ご出席される
奥様も時間までにお集まりいただくようお願いします。

・地区大会申し込みの締め切りが今週末となっております。
今回は全員登録させていただいておりますが出欠の変更は
今週末までにお願いいたします。
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後期委員会活動計画発表

各委員長、副委員長による、後期活動計画が発表されました。

◇会員組織常任委員会 増井委員長

今年度新入会員目標の10名中、現在4名がご入会いただきましたの
で、後期も会員増強が円滑に行われますよう考えております。

◇会員選考委員会 中條委員長

ご出席いただき、楽しくロータリーライフを送っていただける方
を選考、後期目標の半分くらいは女性メンバーであればと思ってお
ります。

◇会員増強委員会 小西副委員長

前期4名の方にご入会いただきましたので、後期あと6名の方に入
会いただきたいと思います。

◇職業分類委員会 平野委員長

会員増強が進み、新たな職業分類が出来ましたら、非常に喜ばし
いことであると思っております。

◇ロータリー情報委員会・クラブ研修リーダー 井上委員長

新入会員オリエンテーションの件ですが、再入会の矢追会員は
23年のベテランですので割愛、城田会員は今月最終例会の後に行い
ます。またRLI研修会に副幹事の倉田さんがパートⅠ・パートⅡに出
席され、今年度の卒業式に是非ともご出席いただき、卒業されます
ようお願い致します。

◇奉仕プロジェクト常任委員会・青少年奉仕委員会 植村委員長

40周年記念事業と致しまして、○△□のふしぎ、バスケットボー
ル研修会を開催致しました。職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の三委
員会より、残りの事業につきましてご報告いただきます。



5

◇職業奉仕委員会 多田委員長

3月23日、奈良県文化会館で無料の何でも相談を実施いたしますの
で、多くの方にご参加いただき、様々な相談に乗っていただきたい
と思います。また奈良地方裁判所に於きまして、裁判員裁判を見学、
裁判員を拒否する方が多い中、実態を知っていただく機会を持ちた
いと考えております。

◇社会奉仕委員会 森山委員長

後期は本年度一番力を入れております献血運動を実施いたします。
1月24日から27日まで4日間行いますので、ご家族や社員様など多く
の方のご参加をお願い致します。また春の交通安全運動につきまし
ては追ってご連絡致します。

◇国際奉仕委員会 市田委員長

ネパールに於きまして、基本的教育と識字率向上を重点分野とし
たグローバル補助金使用の事業を計画しております。事業名は「ネ
パール ルンビニにおける基本的教育と識字率向上」です。地域社会
のニーズは不適切な学校数、不足している教師の教育スキルと教材、
有害な水と衛生に対する改善です。ロータリーの役割としましては、
現地の14のホストクラブが各地域の学校をモニタリング、RCC学校に
認定、定期的な事業活動に努めるとともに、積極的にロータリーと
のつながりを強めていくこととなっております。また米山奨学会へ
のご寄付の件ですが、地区目標を上回っており、ご協力有り難うご
ざいました。米山奨学生の件ですが、多くの会員との交流に努める
とともに、学友会にも積極的に参加される予定です。

◇ロータリー財団委員会 飯田委員

前期は10月にポリオ撲滅活動基金に募金協力をいただきました。
11月のロータリー財団月間に於きましては、年次寄付にご協力いた
だきますとともに、クラブ討論会では、地区グローバル補助金委員
長の河地妙美様をお招きし、「グローバル補助金を活かしたロータ
リーの奉仕活動とは」という演題で卓話いただきました。後期はグ
ローバル補助金使用の事業に協力してまいります。

◇クラブ広報常任委員会 藤井委員長

本年度は知名度と公共イメージの向上をテーマとしております。
後半も前半に引き続き、円滑に行いたいと思います。
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◇雑誌・広報委員会 野末委員長

前期は40周年記念事業関係、インターアクトクラブ設立の関係、
40周年式典の関係でマスコミに広報致し、数回取り上げられました。
またロータリーの友読みどころでは、特に重要な部分のご紹介を毎
回致しました。後期はインターアクトクラブ、40周年記念式典につ
きまして、ロータリーの友に掲載依頼しようと思っております。
またマイロータリーへの登録も引き続き推進してまいります。

◇会報・ＩＴ委員会 宮西委員長

本年度は毎例会での委員会報告から、委員会事業、地区事業に参
加された方それぞれの活動的なお姿の写真を増やすように致し、楽
しいイメージで会報を作成しております。ホームページの出来事欄
は会報とリンクさせ、奉仕事業欄もすぐにご覧いただけるよう致し
ております。後期も引き続き工夫を加えながら活動してまいります。

◇クラブ管理運営常任委員会 中嶌委員長

クラブ管理運営常任委員会は、「クラブの効果的な運営に関連す
る活動」ということで、前期はそれぞれの委員会が円滑に行ってい
ただきました。後期も引き続きお願いしたいと思います。

◇親睦活動委員会 水野委員長

前期は2回の家族親睦例会、1回の親睦ゴルフコンペを開催いたし
ました。家族親睦例会につきましては、100名程度のご参加が頂けま
すよう後期は取り組んでまいります。また親睦ゴルフにつきまして
は、決まり次第ご案内させていただきます。

◇プログラム委員会 鈴木委員長

皆様のご協力で前期は何とか円滑に行えました。後期につきまして
も、できるだけ質の高い卓話を計画致しております。

◇ニコニコ委員会 國原委員長

前期は皆様のご協力によりまして150万円を達成できました。
有り難うございました。後期も何卒よろしくお願い致します。また
ニコニコの報告につきましては、より楽しい雰囲気で発表してまい
りたいと思います。
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◇出席委員会 清岡委員長

前期につきましてはIMの出席向上を担当、2017－2018年度の優秀
出席者の表彰を行いました。前期100％出席は3回となっております。
後期は3月の地区大会の出席向上に務めるとともに、引き続き出席
100％達成を促し、欠席者にはメークアップの案内を行う予定です。

◇ソング委員会 河野委員長

前期同様、後期も毎例会時の唱歌、第3例会での季節感のある歌の
選定、家族親睦例会では、ご家族の皆様に喜んでいただけるような
楽しい歌を選定してまいりたいと思います。

◇未来計画特別委員会 髙野委員長

未来計画委員会は本年度活動方針として、学び・分析・立案、全
体を通して共有するという方針を立てておりまして、丁度今、分析
の段階かと思います。最初に刀根パストガバナーに卓話にお越しい
ただき、中嶌副会長にもご協力いただきまして、2回の情報集会、今
度3回目を開催ということですが、いずれも未来計画策定にあたって
参考になるよう計画いただいております。また京都南クラブ様にお
話を伺い、クラブの現状調査もさせていただきました。次は現状を
踏まえて、将来どうなれば良いのかというアンケートを取りたいと
思っております。情報集会、クラブ協議会などで広くご意見をいた
だいて、自分たちのクラブですから、皆で将来どうやっていきたい
のかを決めて、それを私がまとめさせていただく、そのような形で
まいりたいと思いますので、残り半年何卒よろしくお願い致します。

◇40周年記念事業実行委員会 冨川副委員長

いよいよ来週に40周年記念式典、祝賀会が開催されます。3：30分
に記念撮影致しますので、遅れないようにお願い致します。この写
真は40周年の記念誌に掲載します。また当日は千玄室パストガバナー
をはじめ、来賓の方に沢山お見えいただきますので、皆様何卒よろ
しくお願い致します。

皆様にご協力をいただきまして、時間内で各委員会の後期活
動計画をご発表いただきました。私は会長方針としまして「伝
統を育み、未来を拓く」というテーマで、失敗を恐れず 勇気を
持って 一歩前へ GOOD TRYとさせていただきました。お陰様で
会員の皆様、各委員会の皆様にご努力いただきまして、一歩一
歩ですが、私が最初にお願い致しましたことが、少しずつ具現
化していくことについて、本当に感謝の気持ちで一杯でござい
ます。あと半年ございますし、また来週は非常に大きな事業で
あります、40周年の記念事業でございますので、よろしくお願
い致します。有り難うございました。

※ まとめ 武藤会長
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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 鎌倉美知子 webmaster/宮西正伸

次 回 の 例 会 ２０１９年１月２９日（火）

卓話：神戸常磐大学短期学部 口腔保健学科教授 柳田 学 氏
タイトル：「最近の歯周病治療」

ニコニコ箱 合計 32,000円 累計 1,711,000円

武藤廣茂 君 来週はいよいよ創立40周年記念式典です。
皆様、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

増井義久 君 新店、生餃子専門店をオープンさせていただきました。
試食希望の方は、お気軽にお知らせ下さい。

市田富久夫君 昨年、任期満了によりシードコンサルタントを退任し、かねてより自身
がやりたかった仕事スタイルを求めて開業いたしました。新たな気持ち
で精進を重ねてまいります。今後ともご指導のほど宜しくお願いします。

佐川 肇 君 先週か風邪で欠席し失礼しました。本年もよろしくお願い致します。
武中洋勝 君 結婚、誕生日のお祝いありがとうございます。今年ではや結婚29年目と

なります。この先も夫婦仲良くニコニコ

ニコニコ協力 川端 昇 君 國原正記 君 河野里志 君 平方貴之 君
森山斗福 君


