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例会状況報告

第27回 2月5日
通算1910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 ４９名
◎本日欠席 １１名
◎本日出席率８１．６６％

第25回 1月22日
通算1908回の修正

◎欠席者 ０名
◎免除者の欠席者 ４名
◎欠席者の補填者 ０名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 １００％

例会プログラム

第28回2月12日
通算1911回

１．握手・挨拶

２．開会の点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．ビジター紹介

６．会長挨拶

７．委員会報告

８．幹事報告

９．新入会員卓話

鎌倉美知子 君

10. 閉会の点鐘
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ロータリーを学び、実践し、

発信しよう；Enjoy Rotary
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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 挨 拶

◇武藤会長

皆さんこんばんは。今日から中国では春節ということで、かなりの
人が移動され、海外にも800万人位出るという話を聞きました。日本に
もたくさんお見えになるようです。先日雑誌を見ておりますと、ピク
トグラムのことが載っておりました。ピクトグラムとは、例えばあそ
こが非常口ですと一目見たら分かる、地図上でも交番やホテルや病院
などを図案化したものらしいのですが、1964年の東京オリンピックの
時に、日本人はあまり外国人とコミュニケーションがとれないという
ことで、日本のデザイナーが考え出したそうです。これは社会に還元
すべき材料だということで、いわゆる著作権を一切放棄し、その後197
0年の大阪万博の時にも盛んに使われ、1992年のミュンヘンオリンピッ
クの時に世界的にルール化されたそうです。来年は東京オリンピック
がございますし、2025年には大阪万博もありますので、ピクトグラム
もより外国人に分かるように変わったりするようですが、もともとは
日本のデザイナーが、いわゆる社会還元のために著作権を放棄したこ
とで、世界中に広がったと書いてありましたので、皆さんにお知らせ
したいと思いました。続きまして本日理事会を開催致しましたのでご
報告致します。親睦活動委員会より、第3回家族親睦例会につきまして、
4月14日（日）開催、内容は宝塚の観劇、宝塚ホテルで食事とする案、
2月19日（火）例会後に新入会員歓迎会を開催する案、副会長からの第
3回の情報集会を3月に開催、テーマは「斯くありたい」とする旨、そ
れぞれ承認致しました。
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委 員 会 報 告

◇ニコニコ委員会
吉田委員

・ニコニコ報告

◇出席委員会
成田委員

・出席報告

◇雑誌・広報委員会
野末委員長

・ロータリーの友読みどころ
横組みでは難民を知るという特集、Ｐ20からのガバナーのロータ
リー・モメント、Ｐ38に新インターアクトクラブ設立で奈良女子
大付属中等教育学校が紹介されております。縦組ではＰ18の卓話
の泉のアンガ―マネージメントの記事が興味深く、Ｐ22には奈良
ＲＣのこども奈良ソムリエ育成プロジェクトが紹介されておりま
す。

◇親睦活動委員会
梅谷副委員長

・新入会員歓迎会を2月19日(火)の例会終了後、6時40分から8時
まで、例会場に於いて開催致します。会費は3,000円です。対象
者は宮坂さん、吉田さん、鎌倉さん、城田さん、矢追さんです。
後ほど出欠確認をさせていただきます。

◇未来計画特別委員会
髙野委員長

・皆様の状差しにクラブ未来アンケートを入れさせていただきま
した。前回の現状調査と異なりまして、今回はご記入いただくと
ころも沢山あり、本当にお聞きしたい内容となっております。是
非多くの方にご提出、また様々なことをご記入いただき、当クラ
ブの未来計画に繋げていきたいと思っております。提出期限は、
2月19日の例会終了時です。皆様のご協力をお願い致します。

また未来計画委員会より2回目のアンケートを取らせていただきまして、様々なご意
見を踏まえながら、我々のクラブが将来どのような形をとっていくのか、今後の方針と
いいますか、提言をさせていただきたいと思っております。また5月17日から19日、RYL
Aが近江八幡市の休暇村で開催されます。皆様の関係者の方で参加ご希望されます方は、
青少年奉仕委員会にお知らせいただければと思います。以上です、有り難うございまし
た。

◇鴟尾の会ゴルフ実行委員会
中條委員長

・鴟尾の会ゴルフを4月17日(水)に開催いたします。当クラブが
ホストとなりますので、最低30名はご出席いただき、是非とも盛
り上げたいと思います。ご協力の程お願い致します。
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幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・2月26日の例会は休会、武藤会長が東京恵比寿ＲＣで卓話をされ
ます。参加希望されます方は、谷川までご連絡お願い致します。

・3月24日（日）の職業奉仕講演会は、勉強になりますので多数の
ご参加をお願い致します。

会 員 卓 話 ◇卓話者：中村 信清 会員
タイトル：「菅原の里について」

「菅原の里」は、有名な菅原道真公の始祖に当たる天穂日命(あめのほひのみこと)の
子孫で中興の祖である野見宿袮命(のみのすくねのみこと)が本貫とした地であり、菅原
道真公の生誕の地です。現在の菅原は一町名ですが、平城遷都以前から存在しておりま
した古代地名であり、その範囲は蛙股池を含む学園前西北から佐紀町に接する辺りまで、
かなり広いものでした。

菅原天満宮は、菅原家一系三神、天穂日命、野見宿袮命、菅原道真公を祀る延喜式内
社の日本最古の天満宮で、末社として春彦神社、稲荷神社、市杵島神社があります。毎
月二十五日には月例祭りを執り行いますが、主要な行事のひとつとしまして、三月の春
分の日に「奈良筆まつり」を開催、自分の好きな字を書いて奉納、古い筆を新しい筆に
交換、また原価近くで書道用具を購入することもできます。
南西には喜光寺があります。喜光寺は、養老五年（721年）に大仏建立で有名な行基菩

薩によって創建され、古くは「菅原寺」と呼ばれておりましたが、天平二十年（748年）
に聖武天皇がご参詣された際、ご本尊から不思議な光明が放たれ、それに喜ばれた天皇
が喜光寺という名前にしたと言われております。行基菩薩は東大寺造営にあたり、喜光
寺の本堂を参考にされたという伝承から、このお寺は「試みの大佛殿」として知られて
おります。

菅原天満宮では二月十日～三月十日まで、境内の梅とともに沢山の様々な色の盆栽が
楽しめ、喜光寺では六月下旬から八月上旬にかけて、二百鉢を超える色とりどりの蓮の
花が境内を覆い尽くします。また周辺には遺跡や古墳などもございます。是非ゆっくり
と「菅原の里」をお楽しみいただきたいと思います。

（詳しくは動画をご覧ください。）
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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２月１９日（火）

卓話：政府代表・特命全権大使（関西担当 石川 和秀 氏）
タイトル： 「大使の仕事」

ニコニコ箱 合計 50,000円 累計 2,275,000円
武藤廣茂 君 巷間、インフルエンザが流行っています。体調管理には、呉々もご留意

下さい。
谷川千代則君 先週は欠席申し訳ございません。中村さん本日の卓話よろしくお願いし

ます。
金星 昇 君 今日のお話楽しみにしています。
佐川 肇 君 中村さん卓話を楽しみにしています。
中村信清 君 本日卓話をさして頂きます。よろしくご静聴下さい。
増井義久 君 中村さん卓話楽しみにしています。
宮西正伸 君 中村信清様、本日は卓話有り難うございます。

ニコニコ協力 門脇伸幸 君 倉田智史 君 成田和哉 君 野末勝宏 君
堀内眞治 君 南谷正仁 君 宮坂勝紀 君 矢追家麻呂君
弓場裕史 君

◆例会変更のお知らせ◆

2019年2月 ■奈良東ロータリークラブ■
・2月20日(水)・・・親睦旅行の為、臨時変更

日時 2月17日(日)
場所 クインテッサホテル伊勢志摩

※ビジター受付：2月20日(水)17：30～18：00までホテル日航奈良
3Fにて行います。

■やまとまほろばロータリークラブ■
※2月21日(木)例会より例会場所変更になります。
（変更前）駅前グリーンビル３階 大和信用金庫駅前別館
（変更後）大和信用金庫別館１階 会議室
〒633-0091 奈良県桜井市桜井281-9 大和信用金庫別館１F

℡0744-42-9001

■橿原ロータリークラブ■
・2月22日(金)・・・家族例会の為、日時・場所変更

日時 2月23日(土) 12：00～
場所 オーベルジュ・ド・ぷれざんす桜井

※ビジター受付：2月22日(金)12：00～12：30まで、
THE KASHIHARA(旧称：橿原ロイヤルホテル)フロント横にて
行います。


