
本 日 の お 客 様

●国友 美丸 様（RI第2650地区 米山奨学委員会 委員長・長浜東
ＲＣ）

会 長 報 告

改めましてこんにちは。
●先ず一つ目に、4月6日に家族親睦例会で上賀茂神社、エクシブと
非常に良い所に親睦活動委員会で企画して頂きまして、皆さん、本
当に満足して頂けたかと思います。上賀茂神社の方から奈良大宮ロー
タリークラブに清酒4本を頂いております。これはまたどういう風
に使うか、年度末にでも使うか、企画してくれているらしいです。
そしてまた高木ガバナー補佐から参加者全員に金平糖を頂きました。
本当に有難うございました。
●新世代育成基金奨励金20万円決定の連絡がクラブに入っておりま
す。どうもありがとうございます。
●1月21日に行われました創立35周年記念誌が出来上がって、今日
状差しに入れております。
●後程地区幹事会の方から報告があるかと思いますが、いよいよ今
週20日に所謂地区協（地区研修・協議会）が開催されます。来年の
4月12日地区大会に向け、やはりぬけのないように皆さん方にそれ
なりに満足して頂けるように、今日例会終了後にお話があるかと思
いますが、ちょっと気忙しくなってきたな、と。そしていよいよ北
河原ガバナー年度が近づいてきたかな、という風な気持ちになって
まいりました。どうか皆様方の御協力を宜しくお願い致します。
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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39回 4月15日
通算1691回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ４７名
◎欠席者 ７名
◎出席者 ６０名
◎出席率 ８９．５５％

第37回 4月1日
通算1689回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ４７名
◎欠席者 ６名
◎補填者 ２＋６名
◎出席者 ６７名
◎出席率 １００％

例会プログラム

第40回 4月22日

通算1692回

１．開会の点鐘

２．ソング

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

一般財団法人南都経済

研究所 理事長 田村健吉様

「最近の金融情勢について」

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」



委 員 会 報 告

RI第2650地区米山奨学委員会：国友委員長
皆さんこんにちは。夕方の例会、私は初めてです。皆様方のいつも変わらぬ米山奨学委員会に
ご協力頂きましたことを、先ずもって心から御礼申し上げます。数字で言いますとここ五年間
ずっと一人当たり平均30,000円近いご寄付を頂いております。また去年は30,000円超えており
ます。今年は既に29,000円という本当に有難いご支援を頂いておりますことを心から御礼申し
上げます。また米山奨学生についてもここ十年近くずっと毎年お世話になっていたんですけど、
実は折角理事会で決めて頂いたにも関わらず、ちょっと私どもの方の手違いで他のクラブに奨
学生を渡すことになりまして、御迷惑をかけていると思いますが、今後とも、これに懲りずに
どうか御支援ご指導の程お願いしたいと思います。どうも有難うございました。

親睦活動委員会：谷川委員長
先ほどニコニコでも報告があったんですが、4月11日金曜日奈良柳生C.C.で鴟尾の会ゴルフコ
ンペがありました。当クラブから10名（シニアの部：6名、ジュニアの部：4名）出席で行って
きました。シニアが大活躍で、シニアの部で渡辺さんが優勝、潮田さんが3位ということで入
賞されました。団体でも上位4名で団体戦だったんですが、優勝は296.2で奈良東ロータリーク
ラブ、297.2で大和郡山ロータリークラブ、3位が当クラブで297.4で、団体戦でも入賞できま
した。どうもお疲れ様でした。有難うございました。

職業奉仕委員会：植村委員長
先日卓話に来て頂きましたOECD東北スクールですが、これは全て寄付で賄われておりますので、
なんらかの支援がしたいな、と思っておりまして、会長幹事及び理事会のご承認を得まして、
本日と次回の例会二回に分けまして、小さな募金箱ですが、回させて頂きたいと思います。早
速ですが、私が（パフォーマンスを兼ねて）入れます。幾らでも結構ですので、どうぞよろし
くお願い致します。

高辻副幹事
前回の例会で次年度の委員長会議の案内を該当の方にお配りしました。本日は、次年度の活動
方針を作成して頂きます様に、というお願いをやはり該当者の状差しに入れております。
5月24日の委員長会議でご発表頂きますので、それまでに作成頂きます様に宜しくお願い致し
ます。

幹 事 報 告

●既に開催の通知はご案内させて頂いておりますが、次週臨時総会を開催致します。多くの皆
さんのご出席をお願い申し上げます。
●4月20日地区研修・協議会の説明会が例会終了後全会員の皆様に対して行われますので、例
会終了後残って頂きます様お願い致します。

卓 話

奈良県副知事 前田努様
「奈良のムジークフェスト」
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本日は奈良県が中心となって開催します音楽祭「ムジ－クフェスト２０１４」についてお話さ
せて頂きます。開館以来驚異的な集客力を誇っている金沢市の21世紀美術館や、昨年開催され
た瀬戸内国際芸術祭の例を持ち出すまでもなく、アートや文化というものが地域の活性化に大
いに貢献しているという事例は実に沢山ございます。
「ムジークフェストなら」は、「音楽で、奈良を元気に」を合言葉に2012年に初めて開催し、
今年で3回目を迎える音楽祭です。当時のドイツ大統領との会談が1つのきっかけになった事か
ら、ドイツ語で音楽祭を意味する「ムジークフェスト」と名前を付けました。時期的に文化イ
ベントが少なく、又観光客も少ない6月を選んで開催しました。初年度は準備期間が短かった
事もあり、県民の皆様にも十分に周知出来ていない中でしたが、予想を上回る3万8千人にのぼ
る方にお越し頂きました。2013年は前年の反省を生かしつつ、一気に規模を拡大し17日間で10
0会場、251公演と全国的に見てもかなり大きな規模の音楽祭を開催しました。

オクトーバーフェスト（ドイツビールの祭典）等同時に趣向の異なるイベントを仕掛け、又連
携させる事で奈良公園一帯に大きな賑わいを作る事が出来ました。
2014年には更にスケールアップして、県内より広域に様々な音楽で楽しんで頂きたいと思い、
現在準備中です。ホールで開催する有料のプログラムは先月から既にチケットを発売しており
好評を博しています。又社寺等で開催するコンサートについては、4月19日から一斉にお申込
を受付けます。是非ホームページやガイドブックを御覧になってみて下さい。
近鉄奈良駅前でふらっと聴けるものから、コンサートホールで聴く100人規模のオーケストラ、
野外の特設ステージの沖縄音楽や吹奏楽まで、多種多様な「ほんもの」のコンサートを連日聴
けるまたとない機会です。又奈良らしいロケーションでのコンサートというのも、他の音楽祭
にはない魅力です。是非6月の奈良を音楽で楽しんでみて下さい。

【ムジークフェストなら２０１４概要】
期間 平成26年6月14日（金）～29日(日)
会場 奈良県内各地のホール、社寺、美術館、まちなかの店舗など約１００の会場
主催 ムジークフェストなら実行委員会、奈良県
その他 有料公演のチケットは現在好評発売中！

詳しい情報は、公式サイト http://www.naraken.com/musik/
フェイスブックもチェック！https://www.facebook.com/musiknara
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次週の例会 平成２６年４月２９日（火）休会（祝日）

次々週の例会 平成２６年５月６日（火）休会（祝日）

次々々週の例会 平成２６年５月１３日（火）

クラブ討論会「ロータリアンとして災害時において何ができるのか」

●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

ニコニコ箱 本日計 45,000円 累計 2,850,769円

国友美丸 様(RI第2650地区米山奨学委員会)
このたびは大変御迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。今後とも、米
山奨学委員会をご支援下さいますようお願いします。

小西敏文 君 奈良県副知事前田努様本日の卓話有難うございます。渡辺英孝会員 鴟尾の
会ゴルフコンペ優勝おめでとうございます。

植倉一正 君 前田副知事様、本日の卓話よろしくお願い致します。
土谷宗一 君 前田副知事の卓話に感謝します
冨川 悟 君 国友米山委員長ようこそ、おいで下さいました。ありがとうございます。
高辻良成 君 国友地区委員長、本日は、遠路、おこしいただきありがとうごいました。
渡辺英孝 君 先日の鴟尾の会ゴルフでハンデにめぐまれ優勝いたしました。
藤川保雄 君 結婚記念日にお祝をしていただきありがとうございます
藤井正勝 君 今年も弊社仕事おおづめになりました。ホッとしております。
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
辻本和弘 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

5 月 ■やまとまほろば仮ロータリークラブ■
・５月１日（木）・・・定款第６条第１節（Ｃ）による休会。
※ビジター受付は致しません。
■奈良西ロータリークラブ■
・５月１日（木）・・・定款第６条第１節（Ｃ）による休会。
※ビジター受付は致しません。
・５月１５日（木）・・・会員賀寿お祝い会の為、変更。
※ビジター受付は致しません。
・５月２２日（木）・・・平城京RCとの合同例会の為、霊山寺にて。
※ビジター受付は同日17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

■奈良ロータリークラブ■
・５月１日（木）・・・定款第６条第１節（Ｃ）による休会。
※ビジター受付は致しません。
■あすかロータリークラブ■
・５月１日（木）・・・クラブ定款第５－１－３による休会。
※ビジター受付は致しません。
■橿原ロータリークラブ■
・５月２日（金）・・・定款第６条第１節（Ｃ）による休会。
※ビジター受付は致しません。
■平城京ロータリークラブ■
・５月２２日（木）・・・奈良西ＲＣとの合同例会の為、例会場変更。
場所：霊山寺 時間：18：00～

※ビジター受付はホテル日航奈良3階フロント横にて
18：00-18：30迄行ないます。

6 月 ■平城京ロータリークラブ ■
・６月５日（木）・・・例会場変更。
場所：あやめ館 時間：18：30～

※ビジター受付はホテル日航奈良3階フロント横にて
18：00-18：30迄行ないます。


