
本 日 の お 客 様

●泉谷 良宏 様（奈良東ＲＣ）

会 長 報 告

改めまして、こんばんは。本日第6回目の定例理事会が開催されま
した。報告致します。
○報告事項○
●年末交通安全啓蒙イルミネーション点灯式について、野﨑社会奉
仕委員長から報告がありました。後程発表して頂きます。
●35周年実行委員会の議事についてですが、1月21日記念式典・祝
宴について、本日皆様方の案内文が入っているかと思います。
後1～2回は報告があるかと思いますが、日時・内容、写真撮影午後
3：30-4：00になっておりますが、これは会員とご家族の皆様方だ
けの写真撮影でございます。これはあくまでも記念誌に掲載するた
めの写真でございますので、皆様方一人一人にお渡しする写真では
ございませんので、その点を御了解して頂きたいと思います。
○審議事項○
●35周年記念事業及び式典について、支出明細について、承認され
ました。実行委員会でも色々と検討されておりまして、他クラブ・
来賓の方からは祝儀・お祝いを頂きます。当クラブの会員でしたら
例年でしたらニコニコという形で頂くのですが、今回の35周年では
皆様方から頂いたニコニコは祝い金として計上したいな、と。ニコ
ニコ有志ではなく、お祝い有志として皆様方にお願いしたいと思い
ます。その件についても承認されました。
●特別会計（35周年事業分）取り崩しについても承認されました。
●後期会費について。実は、地区大会の事務局から案内がありまし
て、奈良大宮ロータリークラブは次年度ガバナー年度ということで、
ホストクラブについては会員全員に登録を頂きたい。それが慣例に
なっております。という案内でありまして、これを後期の会費に一
人1万円の計上をさせて頂きたい。この件につきましても承認頂き
ました。
●地区広報賞について。これは、今年度新設された賞です。35周年
記念事業の広報、そしてまた明日奈良警察署で行われる広報、これ
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『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22回 12月3日

通算1674回
◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

２＋２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 １１名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８３．５８％

第20回 11月19日
通算1672回の修正

◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

２＋２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 ６名
◎補填者 ２＋３名
◎出席者 ６５名
◎出席率 ９５．５９％

例会プログラム

第23回 12月10日

通算1675回

１．開会の点鐘

２．ソング

「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．会員卓話

野﨑隆男 会員

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」



らを広報賞として地区に申請しようと、楠原常任委員長の了解の下、これも承認されました。
広報委員の皆様方、ひとつ宜しくお願いします。
●「フィリピン中部地域大災害復興救援金寄付のお願い」について、地区から参りまして、義
捐金をお願いする事を理事会で決定いたしました。本日より皆様方に義捐金BOXを回しますの
で、宜しくお願いしたいと思います。
●献血活動（1/30）について、野﨑社会奉仕委員長から後程報告して頂きます。

委 員 会 報 告

ロータリー財団常任委員会：高木委員長
11月はロータリー財団月間でございました。月の初めに皆さんにご寄付のお願いを申し上げま
した。皆様の絶大なる御協力によりまして、年次寄付並びにポリオプラス基金寄付、これにほ
ぼ全員の皆さんがご寄付頂きました。2～3名の方がお忘れになっている方もいらっしゃる、と
いうことです。思い出されましたら、11月は過ぎましても、この年度内でしたらいつでも結構
ですので、宜しくお願いしたいと思います。それから恒久基金寄付ですが、これはベネファク
ターという称号が与えられる寄付でございます。これは非常に高額な寄付で＄1,000、今レー
トが＄1＝￥100でございますので、10万円ということですが、この寄付を小西会長及び植倉幹
事から頂くことになりました。非常に有難いと思います。
以上で寄付の関係の報告を終りますが、今日お手元に配布された「ロータリーの友」の横書き
の15ページに公益財団法人ロータリー日本財団平成24年度事業報告が出ております。お目通し
頂ければ有難いと思います。また、今日状差しに2650地区財団事務局ニュースというのが入っ
ていたかと思います。これもお暇があればお目通し頂ければ幸いでございます。

社会奉仕委員会：野﨑委員長
●先ほど小西会長からも申し上げられた通り、先ず本日奈良警察に於いてお手伝い頂き多数ご
参加頂きましてありがとうございました。明日、奈良警察署に於いて年末交通安全運動啓蒙活
動イルミネーション点灯式を行います。今回は趣旨が昨年と違いまして、ハンドルキーパー運
動、これはできるだけたくさんの方に来て頂けると有難いのですが、奈良警察の方からは20名
位の要請がかかっておりますが、幾分時間がない中での要請ですので、そこまで人数が達する
数では参加出来ないとは言っているんですが、出来る限り20名に近付けたいと思っております
ので、ほんの20～30分で良いので、15時前に新大宮駅の北側の交番に14：50位に集合頂いて、
啓蒙活動にご参加頂ければ、と思います。それと、第二部が16時半から奈良警察の駐車場に於
いてイルミネーションの点灯式を行いますので、この時も多数ご参加の程、お願い致します。
明日、報道関係で決まっておるのが雑誌広報の北神委員長に行って頂いて、奈良新聞社の報道
が決まっております。後、奈良警察の方からも報道各社に声掛けしておりますので、何らかの
報道があるかと思います。是非明日、お忙しいかと思いますが、少しでも良いので、お顔を出
して頂ければ、と思います。
●来年2014年1月30日、近鉄奈良献血センターに於いて、献血活動を行ないますので、是非ご
参加お願いしたいのですが、また例会で回覧しますが、本日の理事会でメーキャップ扱いにな
ることが決まりましたので、是非予定を空けておいて下さい。

親睦活動委員会：谷川委員長
家族親睦例会について、3点ほどお詫びとご連絡をさせて頂きます。
●皆様のご自宅の方にお送りした分はご家族の参加費8,000円ということでご案内させて頂い
たのですが、例会場で回覧で回っていた分が5,000円と間違っておりましたので、訂正してお
詫び申し上げます。
●14日当日のバスですが、学園前南口から17：45にバスを手配致しますので、ご希望の方はそ
の時間にお願い致します。まだ若干バスの方は余裕ございますので、まだ申し込んでいない方
でご希望の方はお知らせください。
●例会の締切と言いますか、会場との締切の最終が木曜日になっております。それ以降につき
ましてはキャンセル料が発生致しますので、変更等がありましたら私の方にお願い致します。

橋本前年度幹事
遅くなりましたが、楠原年度の年間報告が出来上がりましたので、お届け致します。その中に、
ガバナー事務所設立準備会計からの依頼で、前年度のガバナー事務所関係の収支会計報告書を
別途挟んでおります。併せてご覧ください。

福本会長エレクト
早速ですが、クラブ細則により、来週例会前16時より次年度理事会を開催したいと思います。
該当の皆さんには状差しに案内を入れておりますので、ご出席の程、お願い致します。

ガバナー年度：武藤副幹事長予定者
ガバナー事務所からご連絡致します。先般もお知らせしたかと思いますが、この土曜日に、い
よいよ北河原年度の第一回目の大きなイベントになります、第一回ガバナー補佐研修セミナー
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がございます。前にお知らせしておりますが、出席者の方、お忘れでしたらいけませんのでも
う一度お知らせいたします。12月7日（土）受付は9：30ですが1時間前の8：30に京都ホテルオー
クラにご集合下さい。お名前を申し上げます。（全て予定者）土谷会計長、藤井副幹事長、橋
本副幹事長、宮西副幹事長、箸尾相談役、中井相談役、谷川幹事、中條幹事、小池幹事、野﨑
副幹事、石野幹事、西口幹事、井上幹事、冨川幹事、以上でございます。8：30の集合につき
ましては、副幹事長並びに幹事・副幹事となっております。相談役の方は30分前位で結構でご
ざいます。前から懸案になっておりました地区のガバナー補佐がやっと決定いたしまして、先
般29日に承認を頂いた、ということだけご報告致します。以上です。

年 次 総 会

＜会長＞
ただ今より、奈良大宮ロータリークラブ細則第５条第２節（ａ）に基づき、年次総会を開催さ
せて頂きます。クラブ細則第４条第１節により、会長が議長を務める事になっております。私
が議長を務めさせて頂きます。それでは、本日の出席報告を出席委員長の武中さん、お願い致
します。
＜武中出席委員長＞
会員総数 ７３名
出席者数は ５６名です。
報告のように定足数の３分の1以上を満たしておりますので、本日の年次総会は成立致します。
クラブ細則第３条第１節（ａ）に基づき、１１月２６日佐川指名委員長より次々年度会長並び
に次年度の副会長、幹事、会計、５名の理事候補者が発表されましたが、改めて佐川指名委員
長よりご報告をお願い致します。
＜指名委員会・佐川委員長＞
先週例会に於いて次年度役員の候補者名を申し上げました。改めて再度申し上げます。名前を
呼ばれた方はその場でご起立下さい。よろしくお願い致します。
●次々年度会長 中村 信清 君
●次年度副会長 植村 将史 君
●次年度幹事 高辻 良成 君
●次年度会計 倉田 智史 君
●次年度理事 佐川 肇 君 石野 捨雄 君 中嶌 大 君

潮田 悦男 君 水野 憲治 君
以上でございます。
ただ今佐川指名委員長より発表された候補者の方々に異議のある方はいらっしゃいますでしょ
うか。なければ拍手をもって賛同とさせて頂きます。
（拍手）
ありがとうございました。これで、此の議案は成立致しました。これをもちまして年次総会を
終了致します。それでは次々年度会長に選ばれました中村さん、一言ご挨拶をお願い致します。
＜中村次々年度会長より挨拶＞
次々年度の会長に選ばれました中村でございます。浅はかなもので何も頭もないし、何もない
んですが、皆様方のお力に拠りましてこのロータリークラブを盛り上げていきたいと思います。
皆様方の御協力をひとつ、宜しくお願いします。有難うございます。
＜指名委員会・佐川委員長＞
以上をもちまして、指名委員会を解散致します。ありがとうございました。

卓 話

有限会社SOCKS 代表取締役 芳岡ひでき氏
「エアーブラシの世界」

初めまして芳岡と申します。中嶌君とは奈良高校時代の同級生でし
たが、僕は凄く大人しくて教室でも殆ど喋らない人間でしたので彼
と話した記憶がございません。僕はずっと落ちこぼれだったのです
けれど何とか絵の世界でちょっとは芽が出てきたので今お付き合い
をさせて頂いている所です。ここに並んでいる絵をご覧頂ければ分
ると思いますが中嶌君から紹介されたように画家をしています。
この心地よい奈良で僕はずっと絵を描き続けています。関東とか東京に行く手もありましたが、
奈良が好きで奈良の絵を中心に描いています。まだまだ全国区の画家では無いんですけれども、
奈良ではちょっと名前が通っているかなという事でこのまま奈良で過ごしていきたいと思って
います。今も紹介あったように僕は奈良テレビキャラクターの「たしか君」と「もしかちゃん」、
後イトーヨーカ堂奈良店のキャラクター「ハッピーハートちゃん」それから育英西のキャラ等
もやっています。キャラクターは、一発当てると有名になれるかなという考えで長年やってま
すが中々難しくて基本は風景画の絵を描いています。あと一番全国的に有名になったのはジグ
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ソーパズルで50種類位出してます。今回のタイトルの「エアーブラシの世界」という事でエアー
ブラシの魅力についてお話してさせて頂きます。皆さんあまり馴染みが無いかもしれませんが、
エアーブラシは簡単にいうとスプレーアート、吹付けて絵を描くという事です。僕の作品作り
は100％このエアーブラシを使ってます。筆を使った事がない、というか筆は使えないんです。
という事でこのエアーブラシを使っています。今日はこのエアーブラシの透明感ある絵の世界
を紹介して最後に実演もしたいと思っています。
私の簡単なプロフィールですけれども、僕は生粋の奈良っ子で奈良の菖蒲池で生まれて、高校
まで奈良県で過ごした後、僕は中嶌君と違って全く勉強しなかったので関西の下手な大学に行
くと恥をかくと思って東京に逃げました。で大学は造園学科で極端な事を言うと将来植木屋さ
んになるか公園の設計士になるかという学科でした。小さい頃から物を描く事は自信があった
ので、図面を描ける学科を探して入学しました。卒業後、大阪にある公園の設計会社に入り設
計の仕事は大好きで自分の設計したものが実際に出来上がるのは楽しかったです。殆どは大阪
の公園が多いんですが奈良県も大和郡山市にある大和民族公園の駐車場やトイレ等は僕の設計
したものです。そういった仕事をやってたんですけども、大人しく設計だけやってたら楽しい
んですが、相手とか役所とかの打合せが苦手で辛くなってきて10年目に社長と揉めて飛び出し
ました。当ても無く辞めたんですが、イラストが好きだったんでそれをやっていこうという事
で独学で芳岡デザインオフィスというのを立上げました。オフィスといってもフリーターと同
じでイラストを描いては公募展に応募するという事を2年間位やってまして、ようやく少しず
つ絵が3年目から認められる事になってサンリオの雑誌に連載されたりジグゾーパズルがちょっ
とヒットはしました。又同時期に年末ジャンボ、サマージャンボ宝くじの絵に採用されて、こ
れでやっていけるかなという自信が付きました。暫くは設計の下請けをやりながらイラストも
やっていたんですが、当時不況の波をモロに被って設計の仕事が全く無くなった状態の時に、
大阪のギャラリーから専属画家としてやっていかないかと声を掛けて頂いて、それまで書き溜
めていた絵を売ろうという事になって、その結果1ヶ月で凄く売れました。それが自分でもビッ
クリして「僕の絵も売れるんだ」という事が分かって、こういう世界もあるんだという事で画
家に転身しました。そのギャラリーとも色々あって4年位で飛出して「SOCKS（ソックス）」を
立ち上げて今に至っております。このように僕は小さい頃から絵が好きで絵の世界に一直線に
飛び込んだ訳じゃなくて、只その環境に流されながら絵でやっていこうと画家になったちょっ
といい加減な画家なんです。よく難しい絵を描かれる画家さんがいらっしゃると思うんですが、
僕の絵は老若男女分り易くなっていると思います。色んな要素を絵の中に入れてます。僕の絵
の中には看板にメッセージを書いたり、昔の彼女の名前をコソっと入れてみたり、猫が一杯い
る中に犬が１匹とか鹿が一杯いる中にトナカイが1匹とか結構遊び心をもって描いています。
それで何故僕がエアーブラシを選んだかと言いますと先程も言いましたが美大とか出てなくて
どうやって筆を使っていいのか、どうやったら綺麗に描けるかというのが分らなくて、ただ線
で描く絵には結構自信があってそれをどういう風に綺麗に絵を見て貰う事が問題で、エアーブ
ラシに出会って結構面倒臭いですが、僕に合っていたと言うか僕の世界観が皆さんに理解して
貰えたらという事でエアーブラシを選びました。では実際にご覧頂きたいと思います。
【スプレーアートの流れ】
（写真①）※マスキングフィルムをボードに貼りデザインカッターで線に沿って切っていく
（写真②）※影（シャドウ）を付けた後、色付けをすると…
（写真③）※マスキングテープを剥がして出来上がり

写真① 写真② 写真③

展示してあるのは原画ですので結構な値段します。現在イトーヨーカ
堂の７階で「スカイ」というミュージアムをやっています。僕の絵を
中心に展示とホラー美術館という少しユニークなお化け屋敷もしてま
すので面白いと思います。ここは土日祝しか空いてませんが良かった
ら遊びに来て下さい。来年２月に菖蒲池北側にギャラリーを作ります。
ここはコミュニティの発信場所として頑張っていきたいと思います。
それから会社でキャラクターを考えたいという方がいらっしゃいまし
たら色々ご提案できると思いますのでご相談下さい。
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最後になりますがこの世界に入って良かった事は絵を見て頂いて涙を流して頂いたり感動して
頂くという凄く幸せな仕事をさせて頂いていると思いますし、好きな絵を描いて暮らしていけ
るのは幸せです。これからもどうぞ僕の絵を宜しくお願いします。
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年末交通安全啓蒙活動

１２月３日（火） １１：００～１５：００ イルミネーション設置
１２月４日（水） １５：００～１６：００ 新大宮駅及び周辺店舗で啓発活動

１６：３０～１７：００ 交通安全サンタのクリスマス点灯式

ニコニコ箱 本日計 71,000円 累計 1,662,000円
小西敏文 君 有限会社SOCKS 代表取締役 芳岡ひでき様 本日の卓話宜しくお願いします。
植倉一正 君 芳岡様、卓話よろしくお願い致します。
松岡弘樹 君 芳岡先生 本日の卓話、楽しみにしています。よろしくお願いします。
野﨑隆男 君 本日の、奈良警察署において、年末交通安全啓蒙イルミネーションの取り付

け準備に多数の方にお手伝い頂きましてありがとうございました。引き続き
明日PM4：30より奈良警察署においてイルミネーションの点灯式がとりおこな
われますので、是非参加のほどよろしくお願いします。

門脇伸幸 君 本日は奈良署へ寒い中お手伝いして頂き有難うございました。明日も宜しく
お願い致します。

德矢和士郎君 11月28日郡山萬佳での情報集会に多数ご参加いただき、ありがとうございま
した。藤川様や冨川様には、お世話になりました。

麹谷 瀞 君 本日12月3日は私達の結婚記念日です。2人で会食すべく例会は欠席します。
宮西正伸 君 結婚記念日に立派なお花、有り難うございました。本日は社会奉仕委員会の

皆様お疲れ様でした。
矢追家麻呂君 お誕生日のお祝いありがとうございました。
梅谷裕規 君 先週の新入会員卓話 ご静聴 ありがとうございました。
鈴木 譲 君 先週は拙い話を聞いて頂き、ありがとうございました。これを機に鶏卵や鶏

肉特に大和肉鶏に関心をもっていただければうれしく思います。
佐川 肇 君 先日、東京へ行く際、柿の葉寿司を昼食用に持って行ったところ、東京の友

人にとられました。彼は毎日1個ずつ食べたところ、5日目でカチカチになっ
てダメになったそうです。ちなみに彼は元気にしております。
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楠原忠夫 君 12/1（日）山歩き会 屯鶴峯～二上山 ダイヤモンドトレイル 縦走しまし
た。参加されたみなさんお疲れ様でした。

橋本和典 君 57年前、小1の時初めて父と行った「どんづる峯」に再訪。父と作った飯合の
おこげごはんと鯨の缶詰、そして森永ミルクキャラメル、忘れられない味で
した。今回おこげごはんは妻の握り飯に変りましたが、鯨とキャラメルは変
らず持っていけました。・・・おいしかった。秋空の雲が父の笑顔のようで
した。

中村信清 君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコに協力。
倉田智史 君 ニコニコ協力
濱田英資 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
藤井正勝 君 今月担当ですのでいつもニコニコしています。のでご協力お願い致します。

次週の例会 平成２５年１２月１４日（土）
家族親睦例会

例会変更のお知らせ

１2 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・１２月２３日（月・祝）・・・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。
・１２月３０日（月）・・・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。
■あすかロータリークラブ■
・１２月１２日（木）・・・忘年例会の為、日時・場所変更。
日時：１２月７日(土)17：30より
場所：帝国ホテル

※ビジター受付は、平常通り１２月１２日（木）
12：00-12：30橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。

■平城京ロータリークラブ■
・１２月１９日（木）・・・家族親睦例会の為、変更。
※ビジター受付は18：00-18：30ホテル日航奈良5F「天空の間」前
にて行います。

・１２月２６日（木）・・・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。

１ 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・１月６日（月）・・・新年例会の為、時間・場所変更。
時間：午後６～９時
場所：信貴山玉蔵院（0745-72-2881）

※ビジター受付は当日12：00-12：30奈良プラザホテルロビーにて
行います。

・１月１３日（月・祝）・・・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。
■平城京ロータリークラブ■
・１月２日（木）・・・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。
■奈良西ロータリークラブ■
・１月２日（木）・・・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。
・１月９日（木）・・・新年例会の為、会場変更。
※ビジター受付は、同日17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテル1F
フロント横にて行います。

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治


