
会 長 報 告

改めましてこんにちは。
●先ず、4月20日日曜日、地区研修・協議会に本当にたくさんの皆
様方に一生懸命協力して頂きました。地区大会を成功させようとい
う当クラブの大きな目標・目的の為に、良い経験を積んだことにな
ると思いますが、皆様方の御協力して頂いている姿、姿勢を見てお
りますと、これは絶対奈良大宮ロータリークラブは、ホストクラブ
として地区大会を成功することは間違いないと、改めて心強く思っ
た次第です。本当に有難うございました。
●奈良女子大学附属中等教育学校長から、先週、植村理事から話が
あり寄付を皆様方にお願いして、結果、￥57,110寄付をさせて頂き
ましたお礼状がまいっております。
●来週再来週祭日でお休みの為に、5月1日～10月末までクールビズ
となっております。ネクタイ着用は、しなくて良い、ということに
なりますが、出来るだけ上着だけは着用して頂ければな、と思いま
す。

委 員 会 報 告

親睦活動委員会：門脇委員
第4回親睦ゴルフコンペのご案内です。6月10日（火）9：45～みか
のはらC.C.で開催致します。また詳細は追ってお知らせいたします
ので、ご参加の程、お願いします。

RI第2650地区：北河原GE
皆様、先ほどニコニコにも書かせて頂きましたが、20日の2014-201
5年度の地区研修・協議会、皆様方の絶大なるご支援・ご協力によ
りまして、無事終了する事ができました。これも本当に先ほどもお
話がありましたように、クラブの方々全員の一致協力の賜物だと心
よりお礼申し上げたいと思います。またいずれ地区大会が来年ござ
いますので、その節は是非とも宜しくお願いしたいと思います。有
難うございました。
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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40回 4月22日
通算1692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 １０名
◎出席者 ５３名
◎出席率 ８４．１３％

第38回 4月6日
通算1690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 １３名
◎補填者 １０＋１１名
◎出席者 ６８名
◎出席率 ９７．１４％

例会プログラム

第41回 5月13日

通算1693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．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」

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」



RI第2650地区：有井幹事長予定者
蛇足ですが、今日諮問委員の方々にお礼に朝から回って来ました。千大宗匠さんと福井PGには
お会いできませんでしたが、あとの方々にはお会いさせて頂きました。奈良大宮ロータリーク
ラブの団結力は素晴らしかったというお褒めの言葉を頂きました。皆様方、一枚岩になって頂
いたことに感謝申し上げます。

幹 事 報 告

●親睦活動委員会の委員長、副委員長が所用で欠席されておりますので、私の方から年度末家
族親睦例会のご報告をさせて頂きます。昨日皆様方の御自宅宛に年度末家族親睦例会の案内は
送らせて頂いております。多数のご参加をお願いいたします。本日皆様方に出欠表を回覧させ
て頂きます。ただ、今回ご家族欄に「大人」「中高生」「小学生以下」ということで細かくご
記入して頂くようになっておりますので、間違いなく、何人、という人数をお書き頂きます様
お願い致します。
●次週4月29日と5月6日は二週に亘り、祝日の為、休会となります。従いまして奈良ホテルで
の次の例会は5月13日となりますので、お間違いのないようにお願い致します。

臨 時 総 会

小西会長
それでは只今より、奈良大宮ロータリークラブ細則第5条第2節（ｂ）に基づき、臨時総会を開
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ことになっておりますので、私が議長を務
めさせて頂きます。
それでは本日の出席者の報告を出席委員会、お願いします。

武中出席委員長
会員総数 72名、出席者数 53名です

会長
報告のように、出席者53名は定足数の会員数の3分の1以上の24名を満たしておりますので、本
日の臨時総会は成立致します。

◆第1号議案 年会費改正の件
年会費を現行の235,000円から250,000円に改正する議案の採決を採ります。第1号議案の改正
につき、賛成の方は、挙手を願います。（各自、挙手）
有難うございました。確認のため、反対の方は、挙手願います。
おられませんか。有難うございます。反対者ゼロ、賛成者53名でございます。従って、53名の
賛成を頂きましたので、第1号議案は可決成立致しました。有難うございました。

◆第2号議案 クラブ定款細則事務取扱内規改定の件
既に皆様方のお手元に、事前に資料をお届けしております。クラブ定款細則事務取扱内規改正
案の採決を採らせて頂きます。賛成の方は挙手をお願いします。
有難うございました。確認のため、反対の方は、挙手願います。
賛成53名、出席者の3分の2以上ですので、第2号議案も可決成立致しました。有難うございま
した。
以上をもちまして臨時総会を終了致します。

卓 話

一般財団法人南都経済研究所 理事長 田村 健吉
「最近の金融経済情勢について」

わが国の景気は、全体の判断として、消費増税に伴う駆け込み
の反動減による振れは伴いつつも緩やかな回復基調が続いてい
くものと思われる。
2013年の日本の実質GDPは、国内民需と公的需要がけん引する中、
年度後半から外需（輸出－輸入）が足を引っ張っている状況に
あるものの、緩やかな回復基調が続いている。
個人消費は、中高年齢層を中心に堅調に推移している。
公共投資は、10年以上にわたって減少してきた中で、アベノミクスの財政政策により増加して
いるが、人手不足等の課題が県内においても生じている。
設備投資は、日銀の大胆な金融緩和により長期金利の上昇が抑制されているにもかかわらず、
伸びは鈍い。今後は期待インフレ率の上昇に伴う実質金利の低下や景気回復過程の中で、非製

2



造業を中心に緩やかに増えていくものと思われる。
新設住宅着工については、消費増税に伴う駆け込みの反動で減少している中で、貸家の落ち込
みはあまり見られない。
輸出については、円安にもかかわらず伸びは緩慢である。海外生産比率の上昇や新興国経済の
影響もあるが、外貨建て価格を下げていないことも要因と言える。
貿易赤字についても、エネルギー価格の上昇はあるが、情報通信機械や電気機械などの輸入浸
透率の上昇といった課題をはらんでいる。
海外進出については、需要が旺盛または拡大が見込まれる新興国に拠点を持つ意義を感じて今
後も進んでいくものと思われる。
企業の現下の景況感では、4～6月は消費増税に伴う落ち込みはあるものの、前回増税（1997年
4月）の時よりも影響が少なく、回復も早いように思える。
理由としては、雇用環境の好転が今後の消費の下支えとなると思われるからである。

①有効求人倍率が1を超え、リーマンショック前の水準に達して
おり、奈良県においても0.93と上昇している。②雇用について
は、不足企業の割合が過剰企業の割合を上回っており、県内に
おいても不足企業の割合が増えている。特に医療・福祉、建設、
機械工業などは不足企業の割合が大きい。
また、在庫の積み上がりもなく、県内企業においても70%以上の
企業が適正在庫と判断しており、生産の大きな落ち込み懸念も
少ないと思われる。
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同 好 会 活 動

奈良大宮ロータリークラブ山歩き同好会（ＮＯＭＣ）第１９４回 登山報告

小谷山

（日時）平成２６年４月１３日（日）曇天
（参加者）麹谷・小池・楠原・橋本・木村・向井

京都駅8：00発の湖西線近江塩津行きに乗り、9：15虎姫駅下車。
このままお天気が持ってくれることを祈りながら、虎御前山（標高224ｍ）に向かう。
木下藤吉郎を配した織田信長の陣地を踏み、浅井長政の居城だった小谷山（標高494ｍ）
を見上げる。
そのまま北へ縦走し、北陸自動車道の下をくぐり小谷戦国資料館でパンフレットを買い、
本丸を目指す。
望笙峠で琵琶湖を一望しながら昼食を取る。
その後、番所跡や馬洗池跡、赤尾屋敷跡を経由し、本丸跡に到着、休憩。
再び歩き出し、山王丸跡を過ぎたところから下り、鞍部で六坊跡を見て、大嶽城跡、馬屋
曲輪跡を過ぎ、13：20小谷山頂へ到着。
記念写真を撮って下山し、河毛駅から15：21発に乗って帰路につく。
史跡をめぐり小谷城が予想を遥かに超えた堅固な城であったと感じた。
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▲カモシカ

ニコニコ箱 本日計 47,000円 累計 2,897,769円

小西敏文 君 南都経済研究所理事長田村健吉様本日の卓話有難うございます。20日の地区
研修・協議会、皆様方の御協力感謝いたします。

植倉一正 君 田村様、本日の卓話よろしくお願い致します。
松岡弘樹 君 田村理事長、本日の卓話よろしくお願いいたします
土谷宗一 君 歓迎 田村理事長
植村将史 君 前例会にてOECD東北スクールに募金をお願い致しましたところ、多くのご賛

同いただきありがとうございました。￥57,110早速届けましたところ、大変
喜んでおりました。

北河原公敬君 20日の地区研修協議会ではクラブの皆様に大変お世話になり、おかげさまで
無事終了することが出来ました。ありがとうございました。ところで悲しい
知らせが今日届きました。私と同期の2750地区のGEの小粥様が昨日急逝され
ました。一緒にサンディエゴにも行き、家内ともども親しくさせていただい
ておりました。地区研修協議会の為、今日からサイパンへ行くとメールをし
て下さっていました。本当に残念です。心よりご冥福をお祈りしたいと思い
ます。

有井邦夫 君 先日の地区研修協議会が無事終りました。ありがとうございます。奈良大宮R
Cの団結力に感謝！！

武藤廣茂 君 先日の地区研修協議会が、お蔭様で無事終り、ホッとしております。改めて、
当クラブの団結力の強さを確認致しました。本当にありがとうございました。

飯田二昭 君 地区研修協議会お疲れさまでした。担当の皆様に敬意を表して。
藤井正勝 君 地区研修協議会が無事終わりました。感謝申し上げます。
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力

次週の例会 平成２６年５月２０日（火）

卓話 ホテルサンルート奈良 代表取締役 中野聖子様

「なら国際映画祭２０１４」

●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


