
会 長 報 告

改めましてこんにちは。
ついにというか、やっと、本日無事に最終例会を迎えることが出来
ました。後程また退任の挨拶をさせて頂きますが、本当に皆様方、
一年間御世話になりました。有難うございました。

委 員 会 報 告

次年度ニコニコ委員会：鈴木浩之委員長
次年度は宜しくお願いします。例会終了後、（次年度ニコニコ委員
会の）打ち合わせをしたいと思いますので、ロビーにお集り下さい。

地区委員委嘱状

●北河原公敬 君（東日本災害復興特別委員会 委員長）

●有井 邦夫 君（東日本災害復興特別委員会 委員）

ＲＹＬＡ研修報告

青少年奉仕：山本尚永委員長
先月5月16日に奈良ロイヤルホテルでRYLAが開催されまして、私の
甥ですが山本大貴が参加させて頂きました。最初はあまり気乗りし
なかったようですが、帰ってくると非常に満足して帰って来たと聞
いております。それでは報告させてもらいます。

RYLA研修参加者：山本大貴 さん（滋賀大学 経済学部 学生）
ご紹介に預かりました山本大貴と申します。今回RYLA研修会に参加
させて頂きまして、誠に有難うございました。今回、奈良ロイヤル
ホテルにて、5月16日～18日の3日間研修に参加させて頂きました。
今回の研修テーマの「一人前の大人」を当日教えて頂き、メンバー
で「一人前の大人」とは何か、というものを考え、その結果、一人
前の大人になるにはどういう風に行動して行けば良いか考えていき
ました。そして最終日に皆の考えを発表していきました。簡単な資
料を用意致しましたので、この資料に沿って報告して行きたいと思
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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47回 6月24日
通算1699回

◎会員数 ７７名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ７名
◎出席者 ６３名
◎出席率 ９０．００％

第45回 6月8日
通算1697回の修正

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

２＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 １６名
◎補填者 ３＋８名
◎出席者 ６１名
◎出席率 ８８．４１％

例会プログラム

第1回 7月1日

通算1700回

１．開会の点鐘

２．ソング

「君が代」

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．友愛例会

会長・幹事挨拶

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」



います。今回、一日目のお昼頃から開校式、そして班毎の
ミーティングとウェルカムパーティで一日目は過ぎました。
この班毎のミーティングで初めて班員の皆さんと御顔合わ
せして自己紹介等させて頂き、「一人前の大人」とは、と
いう事について初めて議論させて頂きました。今回僕は8
班まであった中で第4班に所属し、この研修に参加しまし
たが、今回僕らの班は自己紹介の次にニックネームを決め
るというとてもユニークな方法で話し合いが始まり、僕は
班では最年少で、みんながニコニコしているのを逆に怖く
感じながらも楽しく参加させて頂きました。そこでこの資
料には載っておりませんが、美濃部正さんという「永遠の
ゼロ」などのテーマにもなった特攻隊の人なんですが、こ
の方の話を元に最初の日は「一人前の大人」とは何か、と
いう事を班のメンバーで考えて行きました。正直そこでは全然形が纏まらず、「一人前の大人」
とは何か、という事について凄いしょうもない事から深い事まで例を挙げて互いに説明しつつ
考えていきました。本当にしょうもない事で言いますと、20歳になって成人式を迎えてタバコ
が吸える、お酒が飲める、コーヒーが飲める、という事から始まり、段々、自分の行動に責任
が持てるようになった、とか常識がある、とか行動に全て動機付けが出来る、とかそういう、
少しずつ高度な話になっていき、一日目は終了しました。ウェルカムパーティではお酒も入り、
仲良く懇親できました。
二日目は、東大寺さんに散策に行きましたが、大仏殿の北の方に特別に登らせて頂きました。
そして竹田恒泰先生の講演も、聞かせて頂きましたが、この事も「一人前の大人」になるには、
という事について考える良いきっかけになりました。先生は特に、「一人前の大人」「一人前
の日本人」とは何か、という事を考えさせられるようなお話でした。
そして三日目は発表ですが、今回発表するに当り模造紙を二枚配られまして、その写真を載せ
ておりますが、この三日間かけて僕たち4班が考え出した結果、「一人前の大人」とは、「行
動・気づき」が出来て、「発信」すること「聞く」こと「考える・疑う」こと、その「行動・
気づき」の三要素としてあるのではないか、この三つが欠けたらこの「行動・気づき」も一人
前の大人としての行動ができないんじゃないか、という結論付けをしました。一人前の大人に
なる為に、その三要素をしっかりこなして行こうとなったんですが、他の班はそこで話が終っ
てしまった事が多いのですが、4班は（これは自分で自分達の事を言うのは何ですが）凄い班
だと思ったのは、その結果を元にメンバーが日々の意気込みを模造紙に書いたということが一
番良かったのではないかと思います。
今回研修の内容としてはこんな形でしたが、今回研修として考えた「一人前の大人」というこ
とも勿論ですが、班のメンバーとはとても仲良くなり、またウェルカムパーティ等で多くの人
から声を掛けて頂いたり、「一人前の大人」を考える事以外にも得る者があった研修だったと
後日になって思っています。最後に写真が7枚ほどありますが、本当に大げさに撮ったとかで
はなく、良い雰囲気で仲の良い感じが伝われば良いと思い、載せました。後日、このメンバー
がとても仲良く、また勝手にご飯を食べに行ったりしております。この研修に行かせてもらっ
て、とても僕は嬉しかったです。今回僕の為にこういう研修に参加させて頂いて誠に有難うご
ざいました。拙い話ですがこれで報告を終ります。

≪修了証 授与≫
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会 長 退 任 挨 拶

改めて、本日、最終例会を無事に迎えられました事、先ず、御礼申し上げます。この一年間、
私にとりましては非常に充実した一年間だったと、そしてまた記憶に残る一年でもあったな、
と思っております。先ず大きく二つの事が思い出されます。一つは、35周年記念事業、記念式
典。これを小池実行委員長の下、実行委員の皆さん、また会員の皆様のご協力の下、無事に済
まさせて頂きました。そしてまた立派な記念誌も作って頂きました。有難うございました。
もう一つは、北河原ガバナー年度を迎え、意義ある奉仕活動をしよう、として頂きました。意
義ある奉仕活動。私は、（会員）増強しかないと思っておりました。中條会員増強委員長にお
願いし、なんとか10名やろうという事で、一生懸命頑張って頂きました。その結果、純増は7
名 ですが、10名の会員を迎える事ができました。特に三、四十代の若い方に入って頂き、当
クラブにとっても今後益々活性化に（向け）頼もしい人材が入ってくれたと、非常に喜んでお
ります。本当に有難うございました。また色々細かい事は年間報告で述べさせて頂きます。何
と言いましても本日今日ここに無事迎えられましたのは、気配りの出来るまた心配りの出来る
優秀な植倉幹事のお蔭と思っております。勿論、理事役員の皆様方、また会員の皆様方のご支
援によりまして、無事に迎えられる事、改めて厚く御礼申し上げます。本当に一年間有難うご
ざいました。

（小西会長→福本次年度会長へ、会長バッジ引き継ぎ）
（福本次年度会長より会長にPAST会長バッジの贈呈）

幹 事 退 任 挨 拶

一年間クラブ運営にご協力、ご支援を頂きまして、本当にありがとうございました。お蔭様で
本日最終例会を迎える事が出来ました。心より感謝申し上げます。幹事就任に当りました時に、
35周年というこの節目の年度、皆様方のご協力の下、何とか乗り切りたいと挨拶をさせて頂き
ました。この点に関しましては、小西会長はじめ、実行委員会の皆様の決定に全クラブ会員が
ご協力頂きまして、無事、滞りなく、済ますことが出来ました。改めてこの場をお借りして、
感謝申し上げます。反面、この35周年の一連の事業に時間を取られた為、その他の奉仕活動に
十分な時間を取って頂けなかった事を幹事として反省をしております。その他、皆様方には色々
とご迷惑をおかけしたことと思いますが、この場をお借りして、ご容赦を賜わります事をお願
い申し上げまして、幹事退任の挨拶とさせて頂きます。一年間本当に有難うございました。

（植倉幹事→高辻次年度幹事へ、幹事バッジ・鞄の引き継ぎ）
（高辻次年度幹事より植倉幹事にPAST幹事バッジの贈呈）
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森 一紀 君より退会挨拶

いよいよおさらばでございます。6年4ヶ月奈良ホテルにおりました。本当に楽しい会でござい
ます。お花見、観月会、どれをとりましても楽しい事ばかりでございました。ここに来まして
どういう事が起こりましたかと申しますと、ここが1909年に出来ましたので2009年にオープン
して100年を迎え、セレブレーションがございました。それから2010年には平城遷都1300年祭
がございました。迎えた賓客は天皇皇后両陛下はじめ、多々いらっしゃいます。ルース大使な
どいろいろな国の大使もお見えになりましたし、ダライラマ氏、胡錦濤主席もお見えになりま
した。その他芸能人も沢山お見えになりました。私は東京や京都や金沢等のホテルにずっとお
りましたけれども、奈良ホテルがやはり最後6年間居て、楽しい思い出の地となりました。又V
IPも多い所で、皇室の方に対しては緊張したのを思い出します。ガバナー年度に敵前逃亡のよ
うな形で辞めてしまうのは非常に心苦しいのですが、私の後任の岡君という近鉄の7年後輩の
社員が参りますが、USJにある近鉄のホテルの総支配人なんかもしておりました。いちいち思
い出話をしても時間がかかりますが、気さくに楽しめたロータリークラブであったと思います。
本当に有難うございます。ここを去った後は、取り敢えず一年は、近鉄ホテルシステムズ、上
六の本社の総務に席はございますが、非常勤という形で去る前の準備をしております。まぁ悠々
自適と言えるかどうかは分りませんが、困り果ててフラフラしているかも知れません。ここを
辞めましても、ご厚誼の程、宜しくお願い致します。耐震工事も来年あたりから進んでいくか
と思います。これはやらざるを得ないし、いくらかかってもやるという事で取り組んでおりま
す。今後も奈良ホテルにご愛顧賜わります様お願い申し上げ、私の挨拶と致します。本当に楽
しい6年間を有難うございました。

北河原ガバナーエレクトより挨拶

時間の都合上手短に申し上げたいと思います。先ほどニコニコにも書いておきましたが、いよ
いよあと一週間足らずで、私のガバナー年度という事になります。何と言っても奈良大宮ロー
タリークラブでは初のことですし、そういう意味では非常に責任を感じて日々を過ごしており
ます。この三日も続けてロータリーの用事で京都へ出かけておりましたが、実は7月1日の最初
の例会が、全国のガバナー会議というのが東京である為、どうしてもそちらに出席をしないと
ダメなものですから、こちらもガバナー年度初の例会日には出れない、という事で本当に申し
訳ございません。何れにしましても、皆様方にはそれぞれのお役目で御世話にもなりますし、
また8日からはガバナー公式訪問もございます。そういう意味でも色々な形でご支援、ご協力
を頂かないとなりません。皆様にはご迷惑は掛けないようにとは思っておりますが、多分どこ
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かでご迷惑を掛けるんじゃないかと考えております。その時の為に予め御了解しておいて頂か
なくては、と思っております。何れにしましても、なるべく健康に留意し、途中で転んだり倒
れたりしないようにとは思っておりますが、皆様方の絶大なるご支援、ご協力を頂きながら、
このガバナー年度を務めたい、と思っております。どうかひとつ、宜しくお願い致します。有
難うございました。

京都醍醐寺に於いて 国際ロータリー2014-15年度ゲイリーＣ．Ｋ.ホァン会長と一緒に
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ニコニコ箱 本日計 153,000円 累計 3,540,769円

小西敏文 君 本年１年間皆様方の御支援・御協力に感謝いたします。ありがとうございま
した。

植倉一正 君 一年間、ご協力ありがとうございました。皆様のお陰で、最終例会を迎える
事ができました事、感謝申し上げます。

北河原公敬君 小西会長様、植倉幹事様はじめ、理事役員の皆様、一年間ご苦労さまでござ
いました。さて、次年度はいよいよガバナー年度となります。当クラブ初の
ガバナーということで責任を感じております。七月一日の新年度初例会は、
あいにく東京でガバナー会議がありますため出席できません。どうか七月か
らのガバナー年度には、クラブ全員の皆様の絶大なるご支援ご協力をお願い
申し上げます。

麹谷 瀞 君 小西様、植倉様 1年間ご指導いただきありがとうございました。
有井邦夫 君 会長、理事の皆様、おつかれさまでした。いよいよ公式訪問も始まります。

宜しくお願いします。
高木伸夫 君 会長、幹事、理事役員の皆様ご苦労様でございました。お蔭様ですばらしい

年度を送ることができました。有難うございました。また、事務職の古川様
には多くの仕事を押し付け申し訳ございませんでした。感謝申し上げます。

中井一男 君 小西会長はじめスタッフの皆々様1年間御苦労様でした。ゆっくり休まれ、こ
れからもよろしくお願い致します。

平野貞治 君 小西会長様、幹事様、役員の皆様ご苦労様でした。立派な業績を残されてお
めでとうございました。

中條章夫 君 小西会長植倉幹事一年間ご苦労さまでした。
楠原忠夫 君 小西会長、植倉幹事1年間お疲れ様です。また、先日は小西会長ありがとうご

ざいました。
楠木重樹 君 小西会長 植倉幹事 役員の方々ご苦労様でした。
小池恭弘 君 小西会長 役員理事の皆様方、1年間御苦労様でした。
冨川 悟 君 小西会長、植倉幹事一年間本当にご苦労様でした。無事終了－心よりおよろ

こび申し上げます。
成田 積 君 会長、幹事、各委員会委員長、そして理事の方々、この一年間ご苦労さまで

した。充実した一年でありました。ガバナー年度の土台を築かれ、ご立派で
す。
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矢追家麻呂君 小西会長、植倉幹事、理事、役員の皆様、ご苦労様でした。
藤井正勝 君 会長、幹事ご苦労様でした。ありがとうございます。
北神徳明 君 小西会長パワー全開の1年間本当にご苦労さんでした。又来るべきガバナーノ

ミニーに向けパワーを温存しておいて下さい。
森下泰行 君 会長はじめ理事役員の皆様一年間お世話になり、ありがとうございました。
多田 実 君 小西会長植倉幹事1年間ご苦労様でした。
松岡弘樹 君 小西会長はじめ執行部の皆様一年間大変お世話にありました。ありがとうご

ざいました。
植村将史 君 小西年度、一年間、ありがとうございました。おかげさまで無事に奉仕事業

を終えることができました。
野﨑隆男 君 無事に1年間理事役員を務める事ができました。これも会長、幹事はじめ会員

の皆様のおかげです。ありがとうございました。
武中洋勝 君 1年間出席協力有難うございました。来年度も宜敷くお願い致します
飯田二昭 君 1年間お世話になり有難うございました。次年度もよろしくお願い致します。
藤川保雄 君 本年度は皆様にお世話になりました。次年度もよろしくお願いします。
福本良平 君 今年一年お世話になりました。
水野憲治 君 1年間御世話になりました。
門脇伸幸 君 本年度ありがとうございました。
堀内眞治 君 1年間ありがとうございました。
德矢和士郎君 一年間いろいろありがとうございました。
森 一紀 君 今日で最後でございます。6年間楽しい思い出をありがとうございました。北

河原さんのガバナー年度に退会は少し申し訳ございませんが。私の後任岡君
ともども奈良ホテルをよろしくお願いいたします。

市田富久夫君 ニコニコ協力
井上正行 君 ニコニコ協力
中村信清 君 ニコニコ協力
高辻良成 君 ニコニコ協力
山本尚永 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
鈴木浩之 君 ニコニコ協力
山口尚紀 君 ニコニコ協力
清岡義教 君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 一年間ありがとうございました。

次週の例会 平成２６年７月８日（火）

前期活動方針 会員組織・奉仕プロジェクト

●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


