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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
■例
■例
■事

立：1979年1月23日
会：毎週火曜日 17:30～18:30
会 場：奈良ホテル本館
奈良市高畑町1096番地 電話（0742）26-3300
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

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

中川

基成

例会プログラム

お客様のご紹介
・柳田
・吉田

RI第2650地区ガバナー

学 様（神戸常磐大学 短期大学部 口腔保健学科 教授）
勝亮 様（あすかロータリークラブ 会長）

第27回2月5日
通算1910回
１．握手・挨拶

会長挨拶

２．開会の点鐘

◇武藤会長

３．ソング
４．お客様紹介
５．ビジター紹介
６．会長挨拶
７．委員会報告
８．幹事報告
９．会員卓話 中村信清 君
10. 閉会の点鐘

例会状況報告

皆さんこんばんは。先日の創立40周年記念式典・祝賀会では、会員
の皆様、ご家族の皆様の絶大なご協力をいただきまして、お陰様で無
事に挙行することができました。本当に有り難うございました。また
1月24日から27日の間、社会奉仕委員会で開催の献血運動には、通常
2日間のところ、本年度は4日間ということで毎日お詰めいただき、沢
山の会員の方にもご協力いただきまして有り難うございました。
先日、青少年奉仕担当者会議に出席してまいりました。青少年保護
についてですが、青少年交換学生の事業だけではなく、各クラブが主
催する青少年奉仕事業、インターアクトクラブ、ローターアクトクラ
ブ、RYLA、米山奨学生など、何か青少年に関する事業をする場合には、
ボランティア申込書に、参加するロータリアンすべての申し込みが必
要とのことです。5年間有効ということですが、逆に申込がないと事業
が出来ないということです。また何か事故がありましたら、72時間以
内に対応、上手くいかなければ、会長の資格剥奪、クラブの終結とい
う厳しい対応となるということです。
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第26回 1月29日
通算1909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
５３名
◎本日欠席
７名
◎本日出席率８８．３３％
第24回 1月15日
通算1907回の修正
◎欠席者
４名
◎免除者の欠席者
６名
◎欠席者の補填者
５名
◎免除者の補填者
０名
◎出席率
９３．２２％

また40周年記念式典でもお話させていただきましたが、ネパールのルンビニでのグロー
バル補助金を使った事業について、丁度我々40周年記念式典開催の22日に、地区の方か
らDDF 活用申請承認の通知がありまして、申請額＄28,789が承認されました。WF（ワー
ルドファンド）からも同額が支給されますので、すべてのお金が揃いますと、日本円で
約1,000万円近い金額での事業となります。ネパールでの経済効果は日本の50倍といわれ
ておりますので、大きな規模の基本的教育と識字率向上、先生の育成や学校の施設、教
材などの支援ができることになります。本日は最初の段階のDDFが承認されましたことを
ご報告させていただきます。有り難うございました。
地区大会ＰＲ あすかロータリークラブ会長 吉田 勝亮 様
当クラブがホストクラブとなります地区大会を3月30日（土）
31日（日）の2日間にわたり開催いたします。開催場所は当あす
かRCのテリトリーの橿原市です。橿原市には畝傍山、耳成山、
天香具山の大和三山がございます。その畝傍山の麓50万平方メー
トルの森林の中にありますJTECTアリーナ奈良に於きまして、大
会式典を開催させていただきます。式典会場の近くには日本の初
代天皇、神武天皇御陵や神武天皇をお祀りする橿原神宮もござい
ますので、ご参拝にも回っていただければ幸いです。大懇親会は
ホテルTHE KASHIHARA（旧 橿原ロイヤルホテル）に移しまして、
おもてなしさせていただく予定です。今回の地区大会は平成最後
の地区大会となります。平成の思い出に残るような、また参加し
て良かったと言っていただけるような素晴らしい大会にするべく、当クラブメンバー一
丸となって取り組んでおります。皆様のご参加をお待ち致しております。
委員会報告
◇出席委員会
城田委員

◇ニコニコ委員会
吉田委員

・出席報告

・ニコニコ報告

◇社会奉仕委員会
森山委員長
・1月24日（木）から27日（日）までの4日間、献血運動を行いま
した。会員様、ご家族様、社員様のご協力によりまして、受付総
数が数232名、採決総数が198名、当クラブ会員、関係者の皆様か
らも74名の採血をいただきました。皆様有り難うございました。

◇職業奉仕委員会
多田委員長
・地区職業奉仕講演会が3月24日（日）13：00より京都テルサホー
ルで開催されます。今年度、次年度の会長・幹事、奉仕プロジェ
クト委員長、職業奉仕委員長、クラブ役員、理事、入会3年未満
の会員の方には是非ご参加していただきますようよろしくお願い
致します。
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◇平方会計
・後期会費納入期限が明後日までとなっておりますので、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
・先週の創立40周年記念式典ならびに祝賀会では、皆様の絶大な
るご協力のもと、盛大に無事終了させていただきました。記念誌
の作成も残っておりますが、皆様本当に有り難うございました。

1月お誕生日・結婚記念日
★お誕生日★
飯田 二昭 君
塩澤 克利 君
平方 貴之 君
武中 洋勝 君
楠下 重郎 君

乾杯

★結婚記念日★
小林 一士 君
武中 洋勝 君

◇中嶌副会長
今月は職業奉仕月間です。職業奉仕の概念が出来ましたのは
1927年、その実証の年が1929年の世界大恐慌の年で、ロータリー
の企業は一社も倒産しなかったと言われております。職業奉仕
は天職を通じたサービス、相手のことを考え皆のためになるよ
うに職業活動をする、それがビジネスの繁栄に繋がるという考
え方です。この一年間、職業奉仕の実践の年でありたいと思っ
ております。それでは今月誕生日、結婚記念日をお迎えの方を
お祝いしたいと思います。乾杯！

幹事報告

◇倉田副幹事
・先週の記念式典の際、太宰府RC、東京恵比寿RCより沢山のお土産
を頂戴致しました。皆様のテーブルに配っております。
・ロータリー財団、米山奨学寄付の確定申告用領収書、2月の予定
表を皆様の状差しに入れております。
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卓話
◇卓話講師：神戸常磐大学 短期大学部 口腔保健学科 教授 柳田 学 様
タイトル：「最近の歯周病治療」
歯周病の原因はプラーク(歯垢)です。プラークはハミ
ガキの磨き残しでできる、歯の表面に付着したバイ菌の
かたまりのことです。歯周病は歯肉炎、歯周炎と進行し
ていきますが、重度の歯周炎になりますと治療が難しな
ります。また、歯周病は動脈硬化や糖尿病などに影響を
与えると言われております。
歯周病を予防にするには、自身によるプラークコント
ロールと、定期的な歯科医院への通院によるケアが必要
です。
最新の歯周病治療としては、リグロスという歯科用液
の投与が行われ、リグロスの投与を続けることで、歯槽
骨の増加や歯周組織の再生が確認されております。
（詳しくは動画をご覧ください。）

ニコニコ箱
武藤廣茂

合計

50,000円

累計

2,225,000円

君

先日、創立40周年記念式典には、会員並びにご家族様の絶大なる
ご協力有り難うございました。お蔭様で、無事終える事が出来ました。
感謝です。
倉田智史 君 本日は谷川幹事の代役をさせて頂くこととなりました。ふつつかですが
よろしくお願い致します。
増井義久 君 倉田幹事代行がんばってください。
北河原公敬君 2019～20年度国際ロータリーのテーマがマーク・ダニエル・マローニー
会長エレクトより「ロータリーは世界をつなぐ」と発表されました。
有井邦夫 君 先日の四十周年式典、皆さん御協力有難うございました。
中村信清 君 2/10～3/10迄当天満宮にて盆梅展を開催いたします。よろしく。
楠原忠夫 君 柳田先生、本日の卓話宜しくお願いします。
森山斗福 君 社会奉仕活動の献血に協力ありがとうございました。
武中洋勝 君 結婚祝いのお花ありがとうございました。今月は、17日に55才の
誕生日を迎え、昨日28日に29回目の結婚記念日、今日は、今月4回目の
ニコニコです。改めて健康に感謝です！！
國原正記 君 先週の40周年記念式典お疲れ様でした。皆様から多額のニコニコを
頂戴し、ありがとうございました。また、姉妹ロータリーの太宰府、
東京恵比寿、ミリラニロータリークラブの皆様からも多額のニコニコを
おあずかりしました。本当にありがとうございました。
吉田英正 君 久しぶりに大きな現場を一件竣工できました。
ニコニコ協力 吉田勝亮

次回の例会

様（あすかRC会長）矢追家麻呂君

２０１９年２月１２日（火）
新入会員卓話：鎌倉 美知子 会員

●会報・IT委員会/宮西正伸 南谷正仁 西本隆一
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辻本和久 西村甲児 鎌倉美知子 webmaster/宮西正伸

