
本 日 の お 客 様

●中谷 裕二良 様（生駒ＲＣ）

会 長 報 告
今日はガバナーエレクト年度の活動について卓話をして頂きますが、
今年度「ロータリーの友」7月号に、もう十分知っておられる方も
おられるかと思いますが、うちの地区はどのレベル・クラスなのか
な、というのが一覧表で載っておりまして、この4月末現在、日本
には34地区があって、クラブの数が2,287あって、会員数が88,000
余り、その中でクラブ数が一番多いのがこの2650地区の97クラブ、
二位が2750地区（東京・北マリアナ諸島・グアム・ミクロネシア・
パラオ）の93クラブです。90を超えているのは2か所で、80以上の
クラブが3か所ということです。やはり我々の所が一番大きいとい
うことです。会員数が4,000人以上の所が3地区ありまして、一番多
いのが2760地区（愛知県）で82クラブ4,852人、二番目は2750地区
が93クラブで4,624人、そして三番目が2650地区の97クラブで4,622
人となっております。こうして見てみますと、一番少ない所は2830
地区（青森）で41クラブ1,116人。そして会員数が一番少ないのが2
540地区（秋田県）で42クラブ1,057人。クラブ数が41と42、どちら
も最低とブービーです。これをみますと、いかにうちの地区が大き
いか、その一番大きな地区から北河原ガバナーエレクト、そして有
井地区幹事長予定者には想像を絶する気苦労もあるのではないかと
思います。どうか体には十分ご自愛頂きまして、しっかりと務めて
頂きますように、また我々も十分に協力というか準備には努力をす
るつもりです。どうか本日の卓話、宜しくお願いします。

委 員 会 報 告
尚、前回78％と出席率が悪かったのですが、今週の段階でＭＵされ
ている方が未だ非常に少ないので、先週休まれた方、是非ともＭＵ
お願いします。
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2013-14年度当クラブテーマ

『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第5回 7月30日
通算1657回

◎会員数 ７０名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４６名
◎欠席者 １１名
◎出席者 ５２名
◎出席率 ８２．５４％

第3回 7月16日
通算1655回の修正

◎会員数 ７０名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４６名
◎欠席者 ８名
◎補填者 ４名
◎出席者 ５８名
◎出席率 ９３．５５％

例会プログラム

第6回 8月6日

通算1658回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」

「我らの生業」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話 花岡淑子様

「健康寿命を延ばす」

～若返り、抗老化の秘訣

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



35周年実行委員会：小池委員長
次週例会終了後、委員会を開催致しますので、委員の方、よろしくお願い致します。

幹 事 報 告
例会変更のお知らせが来ておりますが、たくさんありますので、週報に掲載しております。皆
さん、ご確認の程、よろしくお願い致します。

RI2650地区 広報雑誌委員会：中谷裕二良 委員長よりご挨拶
ちょっと縁がありまして、昨年度より地区の広報雑誌委員会をさせて頂いております中谷と申
します。また今年は色々と新しい企画もやりながら、次年度に向けて勉強させて頂きたいと思
いまして本日は寄せて頂きました。今後とも宜しくお願い致します。

北河原ガバナーエレクト挨拶

こんばんは。今月2日に東京でガバナー会議がありました。全国から各地区の前年度河本年度
のパストガバナーと今の坂本年度のガバナーの方、それからいわゆる以前にガバナーをされた
パストガバナー、そして我々来年度のガバナーエレクトが各地区から集まって会議がございま
した。その時に自己紹介をさせられまして、ちょうど私の年度の時はご縁かもしれませんが、
お寺関係の方が私を含め3人ガバナーエレクトにおられました。
坂本年度にも2人おられまして結構私のような者がガバナーというのも、結構おられるんだな
あと思ったんですが、１つだけわかった事はガバナー会というのがありまして、ガバナー会の
議長は決まっていて、２７５０地区のガバナーが会議の取仕切りとか進行を務めらました。し
かしながら行って、色んな話を聞いてますと非常に肩の荷が段々重たくなってくるような感じ
でございましたが、こういう機会はもう一生に無いわけですから、それこそ大宮クラブの皆様
方の力を結集を頂いて手助けを頂かないと、とてもじゃないですけれども務まらないですし、
一つだけ思った事は何とかガバナー年度を無事に全うして、勿論私としてもそうなんですけれ
ども大宮クラブの底力を示して頂けるような年になったらいいかなと私自身は心の中では思っ
ています。
そういう意味で私共も勉強は致しますけれども、皆様方にも色んな面でお力添えを頂きたいと
思っております。で私自身は今回のガバナーにつきまして色々とテーマとかスローガンとか周
りから言われておりまして、一応私は既に申しておるんですが「ロータリーは心配り」という
事を1つのモットーにしたいと思っております。そして謙虚・誠実・精励という事を念頭に置
いて、して頂きたいという風に思っております。我々は1人でこの世界を生きている訳ではあ
りません。色んな繋がり色んなお蔭を蒙って生きている訳ですから、そういう事を念頭に置い
たならば、「奉仕をしてやる」という姿勢ではなくて、「奉仕をさせて頂ける・人々の為に役
に立たせて頂ける」という、そういう謙虚さがロータリアンとして大切ではないかと思います。
ついどうしても上から目線になってしまいがちですが、あくまでも些細な奉仕であったとして
も「させて頂いておる」という心構えという事が大切ではないかと思います。そうすれば相手
もそれに応えて下さるんではないかと思います。
それをまず念頭において私はガバナー年度を進めたいという風に思っており、これは引いては
私たちロータリアンの品位を高める、品位あるロータリアンという事になるんではないかと思っ
ております。
いずれに致しましても一つ皆様方の絶大なるご支援御協力をお願いして、私のご挨拶としたい
と思います。
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卓 話

有井邦夫 地区幹事長予定者 「ガバナーエレクト年度の活動について」

小西会長から今年度の進捗状況と今後のスケジュール
を皆さん方に詳しく説明せよという話がありました。
先ほど会長のお話では2650地区は９７クラブと仰いま
したが1クラブ大津の唐橋が解散をしましたので、９６
クラブが対象になりますのでご了承頂きたいと思いま
す。尚本日お手元のほうに書類を回させて頂いており
ますが、実は何十年も前の書式で古いのですが、我々
としては何にも分からないもんですからこれを参考に
色々組閣をさせて頂きましたが、果たしてこの通りい
くかというとそうでないような気がしております。そ
の辺の事も含めてご了承頂きたいと思います。
それからスタートが少し遅いんじゃないかと小西会長
からもお話頂きましたが、本年度の坂本年度のスター
トを考えますとまだ早いです。
ちょうど7月1日からエレクト時代に入ったんですけれども、今日は約1ヶ月が済んでいよいよ8
月から本格的な始動に入ってくるという訳でございますが、坂本年度は9月からスタートされ
ています。去年の今時分にガバナー事務所に行きました。スタートが早く随分ご迷惑をおかけ
と思いながら、実は私は武藤副幹事長とご一緒させて頂きました。 私も見た通り年寄りでご
ざいますので、若い副幹事長をお連れしておると御了承頂きたいとお断りを申し上げて諮問委
員会にも厚かましく出席させて頂きました。ところが見る人から見ると熱心なクラブだと随分
とお褒めを頂いた事もあるんけれども、そういう事で少し手を抜けよという事でゆっくりさせ
て頂いておるという事でございます。
リストには９６クラブと地区のクラブ名全部載っておるんですけれども奈良大宮でいきますと
創立は５７番目です。一番古いのは京都クラブであります。ちなみに奈良クラブは5番目に出
来たクラブで橿原が14番目という事でございます。
確かに4600人のメンバーがいますので公式訪問が大変だと思います。北河原エレクトには「深
酒をしないように」「風邪を引かないように」しっかりと御願いをしたところです。
じゃあお前は公式訪問何回位行くんや？という事ですが私は２０回位を予定させて頂いて後は
副幹事長に全てをお任せをしようと思っております。私の仕事はというと副幹事長に命令する
のが私の仕事やと申し上げております。
ちょうど昨年の３月３０日に千大宗匠と小林哲夫秘書が東大寺ご訪問されて北河原ガバナーの
就任を決定されました。その事を思いますと随分と緊張もしながら、今日までまいりましたけ
れども、少し福井・滋賀・京都の方々とのお知り合いもできたという事で幾分か気持ちも楽に
なりました。初めはどんな事になるんかさっぱり分らず、武藤副幹事長と恐る恐る会に出席さ
せて頂いたのが、未だに頭の中に実は残っておる次第であります。
ちょうど６月１日福井ロータリークラブの菅原さんが、わざわざここまでお越しを頂いてガバ
ナー事務所の役割とか心得とかお話を頂きました。それで随分と勉強もさせて頂きながらやっ
ていた事をまず知っておいて頂きたいと思います。今取組んでいる事は、後ほど武藤副幹事長
から説明あろうかと思いますが地区大会の開催場所、日時それから地区協議会の開催場所、日
時の選定ですがこの２つの大きな大会は奈良市内でやりたいと思っております。これは奈良大
宮ロータリークラブの会員全員で取組んで頂きたいと思います。
それからあとＰＥＴＳとか諮問委員会は京都ホテルオークラで開催をさせて頂きます。
これの関係につきましても副幹事長から説明あろうと思いますけれども受付等に皆さん方のお
力をお借りしたいと思っております。
では他に何してるんやという事ですが、この２６５０地区にはガバナー補佐が１３名いらっしゃ
います。内訳は京都に５名、奈良に２名、滋賀に３名、福井に３名です。その内、任期を３年
以上してはならないという事がありますので、丁度坂本年度で５人の方が退任をされます。そ
の方々の人選をさせて頂いたと。知らないクラブにこれを御願いするというのは、私自身も随
分と厚かましいですけれども、皆さん方にお願いや説得をし鋭意奮闘しておるところでござい
ます。
それから地区研修リーダーを誰にお願いするんやというのが皆さんの心配事の１つだと思いま
すが、福井ロータリクラブの栗田パストガバナーにご就任を頂こうという事でこれの副委員長
の人選をさせて頂いております。この地区の研修リーダーは今年は富田パストガバナーがお勤
めを頂いておられますが、今度栗田パストガバナーにお願いしようという事で思っております。
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それからＲＩ会長は台湾の台北ロータリークラブの方でゲイリーファーンという方で３７年の
ロータリアンであります。
それから公式訪問につきましては今年度坂本年度は合同公式訪問を数回行うという事でありま
すし、北河原年度も数回の合同公式訪問させて頂くと。但し各クラブにこの事についてはお伺
いを立てて公式訪問の希望するロータリークラブはそれを実行させて頂こうと思っております。
それから委員会の活動状況はよくわかりませんので懇談会の形式で１０月頃に２．３日かけて
行いたいと思っております。
当初に私も申し上げておりますように「４つのテスト」をしっかりと遵守して頑張りたいと思っ
ております事とケチケチ財政で行きたいと心掛けておりますのでその辺では随分と皆さんにご
迷惑をお掛けするかも分かりませんが宜しく御願いします。

武藤地区副幹事長予定者
今後の大まかなスケジュールと幹事会のリストをお配
りしましたが、今回のガバナーの事業の中でどのよう
な位置づけなのかといった事について説明したいと思
います。２６５０地区の組織図のお話をしたいと思い
ます。地区の委員会は今年は２７ありましたが今のと
ころ２５の委員会をしたいと考えておりますが、まだ
決定しておりません。その下に９６クラブの奉仕活動
をされるクラブがあります。この委員会を支える連絡
役が幹事団の中から選出される訳です。
地区研修・協議会が事業計画をするようなもので、１
年経って地区大会は決算みたいなもので結果報告・事
業報告をするような関係だとご理解頂いたら１番分か
りやすいのかなと思います。もう７月からガバナーエ

レクト期間が始まって来年７月からガバナー期間に入ります。
１番最初にオフィシャルな部分でガバナーがデビューされますのは１２月７日ＡＧ研修セミナー
これはアシスタントガバナーいわゆるガバナー補佐の研修です。
１月に入りまして国際協議会カリフォルニアのサンディエゴで行われ、２月２日に第１回地区
研修セミナーを京都で行います。３月に入りまして第２回の地区研修セミナーと第１回の合同
地区委員会というのがございます。これは大体地区委員会は８０名位、第２回地区研修セミナー
は３００人位の参加です。１回目は委員長だけですが２回目は委員も入られますのでこのよう
になります。当然この２つにつきましては幹事団も出席して頂くという事になります。３月１
５日には会長エレクトのトレーニングセミナーが京都であり、４月に地区研修協議会を奈良で
させて頂きます。 ６月中旬位にいわゆる今年の坂本ガバナー年度の国際大会がありまして、
場所はおそらくシドニーの予定です。７月なるとガバナー期間に入り７月～１２月にかけてガ
バナー訪問があります。いわゆるガバナー輩出クラブから回っていくという段取りです。それ
から７月半ば位からＩＭが１組から５組まで大体１２月の終わりくらいまでございます。それ
から最後の仕事みたいなものですが４月１１日から１２日にかけまして地区大会を奈良でやら
せて頂くと。あと最後に６月５日に国際大会です。これは沢山の出席を御願いしたいと思いま
す。その間に諮問委員会１８名のパストガバナーの委員会ですがこれが年間４回、それからガ
バナー補佐の研修セミナーが年間４回あり、年間６回のガバナー補佐の会議を京都のホテルオー
クラでやるよう段取りをつけております。お配りした組織図は退会された方の名前が入ってい
たり、委員会構成や委員会名称が変わったりしましたので訂正しております。

【その後、事業の様子をスライドで説明。】

中嶌副会計長
会計のほうから若干説明させて頂きます。
皆様からお預かりした２，７２０，０００円で運営させて頂きます。もう１枚明細をつけてお
るんですが、実際、幹事長、副幹事長の交通費が非常に多く、こういう事で出ていっていると
いう風にご理解頂ければ有難いと思います。それから登録料これはＩＭとかエレクト研修セミ
ナー等の登録料です。それから先方のクラブに行った時にニコニコと写真、名刺代につきまし
てはノミニーの顔写真とか名刺等に要した費用で祝儀不祝儀につきましては近江八幡の創立５
５周年の祝儀等です。Ｇ事務局意見交換は出席者は自己負担した上でガバナー事務局員の方５
人と意見交換会費としてクラブ負担としております。
従いまして先程有井さんからありましたようにケチケチ財政でやっておりますのでご安心下さ
い。以上です。

4



5

同 好 会 活 動

奈良大宮ＲＣ山歩き同好会ＮＯＭＣ第１８４回 登山報告

「矢田丘陵縦走」

（日時）平成２５年７月７日
（参加者）麹谷・飯田・森下・橋本・計良・向井・小池

今日は７月１２日より尾瀬沼－尾瀬ヶ原、燧ヶ岳登頂の為の訓練を兼ねて矢田丘陵を縦走す
る。
７時近鉄王寺線平群駅出発、天気は快晴、名刹松尾寺を目指す。
松尾寺に７時４０分到着。寺にはカサブランカが咲誇りカサブランカの香りが充満する。
縦走路に戻り花の寺「あじさい」矢田寺に向かうが暑ゆえに矢田寺はよらず矢田山こどもの
森公園にて昼弁当後、霊山寺、近鉄富雄駅まで歩く。
桃谷楼にて週末の桧枝岐行きの安全を誓いカンパイ。
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ニコニコ箱 本日計 59,000円 累計 377,000円
中谷裕二良様（生駒ＲＣ） 本日はおじゃまいたします。
小西敏文 君 有井様 先日はご馳走になり有難うございました。本日の卓話宜しくお願い

します。
植倉一正 君 有井さん、よろしくお願い致します。また先日は、お世話になりました。
有井邦夫 君 北河原年度ＧＥ７／１より本格的にスタート致しました。よろしく御指導下

さい。
楠原忠夫 君 先日の７／２７（土）地区ロータリー財団セミナー 酷暑の京都 小西さん、

植倉さん、植村さん、北河原さん、有井さん、武藤さん お疲れ様でした。
土谷宗一 君 夏祭りの福引で１等賞をあててしまいました。少しのおすそ分け
橋本和典 君 西口さん 先日は京都まで御苦労様でした。これからもよろしくお願いしま

す。
北神徳明 君 土谷さんと目が合いました。 ニコニコです。
野崎隆男 君 先週は、欠席しまして申し訳ございませんでした。ニコニコ協力！
中井一男 君 ニコニコ協力
渡辺英孝 君 ニコニコ協力
潮田悦男 君 ニコニコ協力
藤井正勝 君 ニコニコ協力
増井義久 君 ニコニコ協力
松岡弘樹 君 ニコニコ協力！！
平方貴之 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
辻本和弘 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 今月も最終例会たくさんのニコニコ 有難うございました。

７月は、￥377,000 となりました。引続き宜しくお願いいたします。

例会変更のお知らせ

８ 月 ■桜井ロータリークラブ■
・８月１４日（水）・・・定款第６条第１節(Ｃ)により休会。
※ビジター受付は行いません。

次週の例会 平成２５年８月１３日（火） 休会

次々週の例会 平成２５年８月２０日（火）
卓話 嶋田 稔 様
「味噌と健康」

事務局休局のお知らせ

■奈良ロータリークラブ■
・８月１２日（月）～８月１５日（木）
【緊急連絡先】

幹 事 中島欣資（090-3350-3295）
副幹事 乾 昌弘（090-3260-5175）
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