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例会状況報告

第35回 4月9日
通算1918回

◎会員総数 ６７名
◎出席義務者 ４７名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２０名
◎本日出席 ４１名
◎本日欠席 ６名
◎本日出席率８９．６５％

第33回 3月26日
通算1916回の修正

◎欠席者 １名
◎免除者の欠席者 ５名
◎欠席者の補填者 ６名
◎免除者の補填者 ３名
◎出席率 ９８．３３％

例会プログラム

第36回4月14日
通算1919回

家族親睦例会

（宝塚ホテル）

１．握手・挨拶

２．開会の点鐘

３．会長挨拶

４．委員会報告

５．幹事報告

６．閉会の点鐘

７．家族親睦会開始
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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 挨 拶

◇武藤会長

皆さんこんばんは。この間まで桜も足踏みをしていた感じで、ちょっ
と肌寒い日が続きましたが、やっとこの時期になりまして、桜満開と
いうことで春爛漫の日々が続いているようです。皆さん方の会社や組
織でも3月には退職される方もおられたかと思いますが、4月になりま
すと、新しい社員の方にお入り頂いて、私共保育園、幼稚園にも新し
い職員、新しい園児が入ってきまして、先週の土曜日に入園式がござ
いました。新しく入ってきた子供に入園式が終わりましてから、「今
日はお父さん、お母さんとまっすぐ帰るのかな？」と聞きましたら、
子供はちょっと困ったような顔をしまして、「うーん、ちょっと曲が
る」と答えました。まっすぐは帰れない、子供は本当に素直でかわい
いなあと思いました。そんなこともございまして、本当にこの4月の始
めは皆さん方も大変お忙しいとは思いますが、新しい方をお迎えして、
楽しいといいますか、何か明るい雰囲気が見えてくる季節ではないか
なと思います。私共のクラブにも後程ご紹介をさせていただきますが、
若い新しい会員の方をお迎えすることが出来、本当に大変嬉しく思っ
ております。本日もどうぞ宜しくお願い致します。

お 客 様 の ご 紹 介

・南 則行 様（NPO法人 ポルベニルカシハラスポーツクラブ）



2

入 会 式

・森山憲克さんのご紹介 清岡会員

森山さんは私の友人です。1979年2月9日生まれ、40歳にな
られます。現在、株式会社らくじ会の代表取締役をされてお
ります。
本日はお父様もご出席されておられますが、親子会員という
ことでご入会いただきました。皆様よろしくお願い致します。

・森山憲克さんご挨拶

只今ご紹介賜りました、らくじ会の森山憲克でございます。
本日は歴史と格式のある奈良大宮ロータリークラブに入会さ
せていただきましたこと、心より光栄に思っております。私
の父、森山斗福も先んじて入会させていただいておりまして、
親子共々皆様にお世話になることになり、大変恐縮致してお
ります。親子共々、皆様に刺激を受けながら頑張ってまいり
たいと思いますので、ご指導の程どうぞよろしくお願い致し
ます。

・岡﨑真人さんのご紹介 山口会員

岡﨑さんは、私が以前所属しておりました奈良商工会議所
青年部の後輩にあたり、今も現役で活躍され、また今や奈良
の風物詩であります、なら燈花会でも頑張っておられます。
そのような大変お忙しい中、入会を決められましたのは、植
村会員からの非常に強力なお誘いもあってのことです。どう
ぞ岡﨑さんのこと今後ともよろしくお願い致します。

・岡﨑真人さんご挨拶

只今ご紹介いただきました岡﨑でございます。西大寺で一
級建築士事務所をさせていただいております。何名かの先輩
も存じており、入会させていただきやすいかと思っておりま
したが、このような場所に立たせていただき、大変緊張して
おります。これからも他の団体での活動と並行してとなりま
すが、この舞台に立たせていただきまして、しっかりとロー
タリーの中に入っていければと思っております。どうぞご指
導の程よろしくお願い致します。

・所属委員会
森山会員・・・職業奉仕委員会・ニコニコ委員会・出席委員会
岡﨑会員・・・青少年奉仕委員会・会報・ＩＴ委員会・親睦活動委員会
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徽章授与
武藤会長から森山会員

徽章授与
武藤会長から岡﨑会員

森山会員 顧問委嘱状授与
武藤会長から中奥会員

岡﨑会員 顧問委嘱状授与
武藤会長から堀内会員
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幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・受付に緑の羽募金箱を置いておりますので、ご協力をお願い致し
ます。

・「ロータリーの友」電子版のご案内を皆様の状差しに入れており
ますので、ご確認をお願い致します。

・例会終了後、クラブ協議会を大和の間で開催致しますので、ご出
席の程お願い致します。

・14日の家族親睦例会に例会日振替のため、16日の例会は開催致し
ませんのでお間違えのないようにお願い致します。

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
城田委員

・出席報告

◇親睦活動委員会
水野委員長

・4月14日（日）開催の第3回家族親睦例会ですが、9：30近鉄奈良
駅近くの春日ホテル前にご集合、10：00出発の予定ですので時間
厳守でお願い致します。宝塚の観劇はＳ席といいお席となってお
りますが、念のためオペラグラスや双眼鏡などお持ちの方はご用
意ください。また親睦活動委員会の方は、クラブ協議会後に当日
の打ち合わせがありますのでお残りください。

卓 話 ◇卓話者：南 則行 氏 NPO法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ
タイトル：「スポーツ分野の公民連携」

ポルベニルは、スペイン語で未来という意味です。ポルベニル飛鳥は、子供たちの育
成、スポーツの力で地域に貢献、地域の活性化をしたいという思いで活動しております。
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サッカークラブとしては、J1、J2、J3、関西リーグ1部・2部などがあり、現在は関西
リーグ2部ですが、あくまでＪリーグを目指すという宣言をしております。
スポーツ普及に関する事業としましては、橿原市内の幼稚園や保育園でスポーツ指導、

小学校の体育の授業支援、中学校の部活動支援サポなど、公民連携の事業を行っており、
「飛鳥スポーツコミッション」の設置も目指しております。例えば、スポーツイベント
を開催し、20チーム×選手15人＝300人＋保護者がやってくると、観光シーズンではなく
ても、土・日には400名から500名程度集まり、観光オプションとして県外から橿原に呼
び込めることになります。地域の子供たちが活動する場、育成する場を提供するうえ、
地域が潤う仕組みづくりができるわけです。これらには県の力、また一つの団体だけで
はなく、様々な団体の協力やアイデアを募ることが必要です。「スポーツコミッション」
も提案してから3年、ようやく実行委員会が立ち上がることになりました。今後も一つず
つ地道に活動してまいりたいと思います。 （詳しくは動画をご覧ください。）

ク ラ ブ 協 議 会

・例会終了後クラブ協議会が開催され、37名が出席、当クラブの将来どうあるべきかに
ついて、未来計画特別委員会の髙野委員長進行のもと、多くのご意見が出されました。

◇武藤会長挨拶
今回3回目のクラブ協議会でございますが、年当初にもお話し致しましたが、本年度未

来計画委員会を作りまして、今後当クラブがどのような形で、どのような方向に進めば
良いのかについて、年度の終わりには提言させていただければと思っております。今ま
でアンケートや情報集会でご意見をお聞きし、進めてまいりましたが、本日は皆様にご
討議いただき、皆様方のご意見を集約して提言できればと思っております。忌憚のない
ご意見をお聞きしたいと思いますので、 後まで何卒よろしくお願い致します。
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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

ニコニコ箱 合計 59,000円 累計 2,668,000円
武藤廣茂 君 本日は、お二人の若い会員をお迎えする事が出来、大変喜んでおります。

本日の卓話、ポルベニル飛鳥の南様、よろしくお願い致します。
谷川千代則君 南様本日の卓話よろしくお願いします。森山様、岡﨑様入会おめでとう

ございます。
植村将史 君 岡﨑さま、森山さまご入会おめでとうございます。共に楽しみましょう。
門脇伸幸 君 南さん 本日の卓話を宜しくお願い致します。
國原正記 君 森山さん、岡﨑さん ご入会おめでとうございます。これからよろしく

お願い致します。
城田真平 君 大好きなお二人が入って下さって、ニコニコ。
武中洋勝 君 森山さん 岡﨑さん 入会おめでとうございます。今後共、末長くよろ

しくお願い致します。
中奥雅巳 君 森山さん、岡﨑さんご入会おめでとうございます。よろしくお願い致し

ます。
野﨑隆男 君 森山憲克様、岡﨑様 ご入会おめでとうございます。仲良くして行きま

しょう！
堀内眞治 君 岡﨑さん、森山さん ご入会おめでとうございます。
宮坂勝紀 君 フットボール奈良クラブ（NFC）の宮坂です。南様本日の卓話よろしくお

願い致します。
宮西正伸 君 森山さん、岡﨑さん ご入会おめでとうございます。
森山斗福 君 本日から息子も入会させて頂きありがとうございます。これから親子で

お世話になります。
山口尚紀 君 岡﨑さん 森山さん 入会おめでとうございます。

ニコニコ協力 市田富久夫君 鎌倉美知子君 小西敏文 君 矢追家麻呂君
吉田英正 君

◆例会変更のお知らせ◆

2019年5月 ■奈良西ロータリークラブ■
・5月16日(木)・・・平城京RC合同例会の為、例会場変更

場所：日航ホテル奈良
※ビジター受付：同日17：30～18：00

奈良ロイヤルホテル１Fフロント横

・5月30日(木)・・・変更
第4回クラブアッセンブリー（現・次）

■やまとまほろばロータリークラブ■
・5月23日(木)・・・5周年記念例会に変更の為、日時・場所変更

日時 5月19日(日) 16：00～
場所 THR KASHIHARA

※ビジター受付：5月23日(木)12:00～12:30 例会場にて行います。

・5月30日(木)・・・休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

次 回 の 例 会 ２０１９年４月２３日（火）

卓話：京都大学IPS研究所 教授 山下 潤 氏
タイトル：「IPS細胞入門」


