
会 長 報 告

本日、第8回の定例理事会がございましたので、ご報告致します。
・地区より、地区公示が参っております。国際ロータリー第2650地
区2017-18年度ガバナー候補者の推薦ということで、「地区ガバナー
指名委員会」により、京都東ロータリークラブ会員田中誠二君を推
薦することに決定致しました。
・新入会員の國原さんの委員会配属ですが、青少年奉仕委員会と親
睦活動委員会に所属して頂きます。
・家族親睦花見例会については、後程親睦活動委員会より報告して
もらいます。
・2015年度米山奨学生について、奈良先端科学技術大学院大学修士
2年の劉瀟さん（中国人・女性）を受け入れることになりました。
・情報集会については後程副会長より報告が有ります。
・武藤会員から休会届が出ております。手術は無事終わられお元気
にはされておられますが、ちょっと体調が万全ではないので、お見
舞はしばらく控えて頂きたいと思います。
・次年度地区委員の選任について、お願いが来ておりまして、以下
の方に決定いたしました。

米山奨学委員会 委員長 冨川 悟 君
新世代育成基金特別委員会 副委員長 有井 邦夫 君

地区研修委員会 副委員長 武藤 廣茂 君
地区ロータリー財団委員会 副委員長 宮西 正伸 君

財務委員会 委員 土谷 宗一 君
ＲＬＩ委員会 委員 井上 正行 君

会員増強・拡大委員会 委員 市田富久夫君
青少年交換委員会 委員 増井 義久 君
広報・雑誌委員会 委員 髙野 治 君

・いのちの電話協会より、運営資金の協力について、例年通り協力
させて頂くことに決定いたしました。
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2014-15年度当クラブテーマ

『ロータリアンとしての

誇りをもって』

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28回 2月3日
通算1727回

◎会員数 ７９名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５３名
◎欠席者 ９名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ８７．６７％

第26回 1月20日
通算1725回の修正

◎会員数 ７８名
◎出席規定免除者数

１＋２５名
◎出席義務者数 ５２名
◎欠席者 １１名
◎補填者 ７名
◎出席者 ６６名
◎出席率 ９４．２９％

例会プログラム

第29回2月10日

通算1728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．卓話

奈良県観光局
局長 福井 義尚 様

「多くの観光客で賑う2020年

の奈良を目指して」

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 北河原 公敬

「ロータリーは心くばり」



委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：中嶌委員長
職業奉仕委員会・社会奉仕委員会の協力企画でありますキリンビール神戸工場の見学の件です
が、注意事項を3点申し上げます。先ず、集合時間は、出発が9時ですので必ず10分前の8：50
には集合お願いします。それから参加会費は一人3,000円となっておりますが、お釣りのない
ようご準備頂きますようお願い致します。まだ出欠のご連絡を頂いていない方は前日6日のお
昼までに必ずご連絡頂きますようお願い致します。この時間を超えますとキャンセルフィが発
生しますので、よろしくお願いします。

親睦活動委員会：中奥委員長
・家族親睦例会のご案内です。本年度第2回目となります。4月26日（日）神戸ハーバーランド
から出ている神戸コンチェルトでランチクルージングを企画致しました。是非とも皆さん、ご
参加をよろしくお願い致します。ランチクルージングですので、奈良の出発は9：30、帰って
来るのは16：00を予定しております。詳しいご案内はまた皆さんのご家庭に発送させて頂きま
すのと、出欠はまた例会で回覧させて頂きます。地区大会開催の関係でちょっと花見の時期と
はずれますが、地区大会のお疲れ会ということで是非ともご参加を頂きたいと思います。
・本日ご入会されました國原会員の歓迎会をしたいと思っております。2月17日、その日は結
婚誕生日のお祝いでアルコールも出ますので、例会終了後同じ会場で行いたいと思います。ま
た、皆さん、ご参加を頂きたいと思います。

クラブ管理運営常任委員会：植村委員長
本日皆様の状差しの中に第2回情報集会の班別表を入れております。今回は地区大会が迫って
おりますので、そのご説明と色々ご質問等もあろうかと思いますので、地区大会の役割分担に
沿って、四つの班に分けております。日にち、班長・副班長におかれましては別表の通りです
ので、出欠を確認の上、よろしくお願いしたいと思います。いつもはご都合が悪い場合は他の
班に御参加下さいと言っておりますが、今回はそういうことで役割別に班分けしておりますの
で、出来るだけ該当する班で出席の程、よろしくお願い致します。どうしても、ということが
あれば、勿論その限りではありませんが、出来る限り分られている班でご出席頂きますようお
願い致します。

中村会長エレクト
例会終了後、次年度理事会を行ないたいと思いますので、よろしくお願い致します。

幹 事 報 告

状差しの方に、確定申告用ということで、米山寄付並びに財団寄付の領収証が入れてあります。
あくまでこれは去年2014年の領収証になります。今年に入って1月に財団の寄付を頂いた方が
おられますが、その分は今回の分に含まれませんので、お間違えないようにお願い致します。
最大3枚入ってございますので、ご確認下さい。

＜新 入 会 員 入 会 式 ＞
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推薦者（顧問）・市田富久夫会員より紹介
本日より入会された國原正記さんです。ご本人の略歴等ご紹介する前に一言お詫びがございま
す。先日皆さんに送付されました入会推薦通知書で、國原さんのお名前が「まさき」となって
おりましたが、「まさのり」でございます。この場を借りてお詫び致します。申し訳ございま
せん。
國原さんは現在、㈱栗美住宅の代表取締役でいらっしゃいます。栗美住宅と言いますのは宅地
の造成、住宅の建設、といういわゆるデベロッパーで、分譲宅地及び戸建て住宅の販売を生業
とされておりまして、私の会社からすればクライアントに当ります。ご存知の方もおられるか
と思いますが、オークタウンやオークヒルズでお馴染みのオークホームさんがグループ会社で、
またあやめ池にありますこだま保育園も社会福祉法人を設立の上、経営されており、奥様が園
長先生をされておられます。もう13-4年前になりますが、そのこだま保育園を私どもの会社で
設計させて頂いたというのがご縁の始まりだったと記憶しております。その後共にお仕事をさ
せて頂き、現在に至る訳でございますが、ご本人は昨年代表取締役社長に就任されておられま
す。私と同じく三代目でございまして、その境遇と申しますか、代表者になった経緯がやや似
ておるという所から互いの将来像のような話をする訳でございますが、先輩面している私が恥
ずかしくなるくらい明確な信念、価値観というものをお持ちになっている方でございます。ご
自身は昭和49年生まれの40歳ということで、お住まいは奈良市五条畑で勤務先は奈良市六条町
で、ちょうど西ノ京病院の道路を挟んで真向いにございます。趣味は敢えて言うならばゴルフ
ということで、幾つ位で回るの、と尋ねますと、これまで全然回る機会がなかったということ
でスコアは95-100位です、ということで、私の心がチッと舌打ちしたことはさておき、本当に
素晴らしい人物でして、また奥様もこの度の入会に関して十分な御理解を示して頂いておる、
ということから必ず我がクラブで活躍して頂けると確信しております。

國原正記会員より挨拶
只今ご紹介頂きました國原でございます。40歳で、本厄でございます。先ほど少しご紹介頂き
ましたように不動産業を営んでおりまして、昨年代表取締役になったのですが、会社の成長の
ために色々事業等行っておる所ですが、個人の成長がどこでできるかと凄く悩んでおりまして、
そんな時に絶妙のタイミングで市田さんの方からご紹介いただきまして、「あぁ、これやな」
ということで入会を決めさせて頂きました。これから皆さんと共に、ご指導を頂きながら、色
んな「気付き」を頂きまして成長して行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致しま
す。
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卓 話

RI2650地区国際奉仕委員会 委員長 岩本金悟 様

こんばんは。只今ご丁寧にご紹介頂きました奈良東ロータリークラブの岩本です。この場に
は沢山の可愛がってもらっている方々がいらっしゃるので大変緊張しております。30分足らず
ですが宜しくお願いします。

先程の國原さんの入会式ご同席させていただき、この日の卓話をさせていただく事を光栄に
思います。私は33歳で奈良東に入らせていただいて、沢山の先輩方に随分としごいていただき
ました。望み通り先輩方がしごいて下さると思いますのでついて行っていただければ有り難い
かなと思います。ロータリーは週に1回顔を合わすことで知らない間に仲間意識が高まってま
いります。甘えれば甘えるほど可愛がって頂けるところだと思います。是非5年、10年、20年
とご活躍して頂く事を祈念申し上げます。話がそれましたが、この席に同席させていただいた
事が嬉しかったので触れさせていただきました。
先程ご紹介頂きましたように、地区の委員として活動させていただいて7年になります。

今年度で地区の方を一旦卒業させていただいて、数年後に何かさせていただいたらと思ってい
ます。一番最初が平井年度の拡大委員会の委員長を仰せつかりました。地区デビューにも関わ
らず委員長で何をしたらいいのか分からない状態で1年間過ごしました。しかし奈良県の者が
拡大の委員長になる理由をよく理解しろと先輩にご指導いただきました。当時4府県の中で13
クラブ、今14クラブになりましたけれど、一番少ないクラブ数なので、1つでもクラブを拡大
する事が拡大委員長の役目だと仰せつかりました。天理にクラブを創りたいという事で頑張っ
て活動しました。ところが頑張れば頑張るほどお叱りを受けました。天理というのは皆様ご存
じの通り真柱様が奈良クラブにおいででした。真柱様を奈良クラブから天理の新しいクラブに
遷すわけにはいかないとお叱りを受けました。地区委員は動けば動くほど怒られるところなの
だと感じた事を記憶しています。この度の国際奉仕委員は、動けば動くほど褒めて頂きますの
で有り難いなと思いながら、北河原年度に国際奉仕委員長として頑張らせていただいておりま
す。

さて、文章にしておりますので読むような形になりますけどご容赦ください。2月の世界理
解月間の卓話者として、お声をかけていただき有難うございました。また日頃は2650地区国際
奉仕活動にご協力頂きまして誠にありがとうございます。国際奉仕委員会の活動は、国際大会
推進プログラム・姉妹友好提携推進プログラム・国際奉仕支援プログラムが主な活動でありま
す。

RIにとって国際大会は大きな役割を担っています。以前は2650地区において国際大会推進委
員会が存在しており、地区にとっても国際大会参加と大会推進を行う委員会は大きな役割を果
たしておりました。ロータリアンにとって大会参加という活動は重要な役割を占め、RIにとっ
て国際大会とは、地区での地区大会に相当するものであります。今年度もより多くの皆様にご
協力を頂きまして、大会を成功させたいと思っています。大会参加はロータリアンの重要な役
目であります。今年度の国際大会は第106回目を迎えます。サンパウロにて2015年6月6日～9日
に開催されます。また北河原ガバナーを中心に地区親睦夕食会を大会前日の5日にレストラン
「BABY BEEF RUBIYAT」にて開催されます。昨年のシドニー大会では150名の参加を頂きました
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が、今年度のサンパウロ大会は遠方でもありますので60名を予定しております。賑やかな親睦
夕食会である様に皆様に絶大なご協力を頂きたく宜しくお願い致します。

続きまして国際奉仕支援プログラムのお話しに触れさせていただきます。この度レイテ島タ
クロバン地域で2014年9月21日～24日に30名の参加を頂き、ポリオワクチン投与と体操服250人
分、そして70冊の辞書を寄贈することができました。これは2013年11月にレイテ島を襲った台
風30号ヨランダ台風被害に端を発し、地区内96クラブの皆様からの義援金によって実現しまし
た。ヨランダ台風は東北の被害に匹敵する災害で7000人以上の住人が死亡し、400万人が家を
失い、1300万人が被災致しました。これに対して前年度の事業でありますが地区内96クラブか
ら頂戴しました4,882,574円をタクロバンRCのご協力を得て小学校、中学校の校舎修復及び新
築とWHOの協力でデング熱予防教育支援を行いました。タクロバンRCより、校舎の完成披露式
典出席と共にポリオワクチン投与の依頼がありました。台風被害による劣悪な環境の中に、い
つポリオが発生しても不思議ではない危機感より依頼を受けました。本来であればクラブの支
援が役目である国際奉仕委員会ですが、北河原ガバナーはじめ幹事長のご理解下さった事によ
り、地区内97クラブ皆様より心のこもった3,229,760円のご支援を頂きました。この度のレイ
テポリオミッションが実現致しました。心より感謝申し上げます。奈良大宮ロータリークラブ
からも大枚の支援金を頂きました。個人様からは潮田様からも支援金を頂戴し北河原ガバナー、
有井様、橋本様からも激励金を頂戴いたしました。国際奉仕委員会のみならず、私たちが行う
小さな奉仕の積み重ねが2650地区の奉仕活動の歴史になることがロータリアンとしての喜びで
あります。皆様有難うございました。
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ニコニコ箱 本日計 71,000円 累計 1,871,000円

岩本金悟 様（RID2650国際奉仕委員長） 本日卓話に参りました。宜しくお願い致します。
福本良平 君 岩本様 本日の卓話よろしくお願い致します。
高辻良成 君 國原さん、入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
佐川 肇 君 岩本様、本日の卓話よろしくお願い申し上げます。計良さん先日はお世話にな

りました。
潮田悦男 君 岩本様、本日は御苦労さまです。
宮西正伸 君 國原さん、ご入会おめでとうございます。
小西敏文 君 國原さん ご入会おめでとうございます。これからのロータリーライフを楽し

んで下さい。
野﨑隆男 君 國原さん、ご入会おめでとうございます。今後共よろしくお願い致します。
中奥雅巳 君 國原さん入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。
市田富久夫君 國原さん、ご入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。
中村信清 君 2月8日より梅の盆栽展を開きます。早春の梅の香りを吟味下さい。
多田 廣 君 長らく休んで申し訳ありません。本日から復帰させて頂きます。よろしくお願

い致します。
山本尚永 君 連続欠席のお詫び
中嶌 大 君 ニコニコ協力
植村将史 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
武中洋勝 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
鈴木 譲 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
植倉一正 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

2 月 ■桜井ロータリークラブ■
・２月１１日（水）・・・休会。
※ビジター受付は致しません。

■大和郡山ロータリークラブ■
・２月２３日（月）・・・定款第6条第1節（C）により、休会。
※ビジター受付は致しません。

■橿原ロータリークラブ■
・２月２７日（金）・・・やまとまほろばロータリークラブ

との合同夜間例会の為、例会時間変更。
時間：18：00～

※ビジター受付：12：00-12：30まで、橿原ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・２月２６日（木）・・・橿原ロータリークラブとの合同夜間

例会の為、変更。
日時：2月27日18：00～
場所：橿原ロイヤルホテル

※ビジター受付：2月26日（木）12：00-12：30まで、
例会場 駅前ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ3階大和信用金庫駅前別館にて行います。

次週の例会 平成２７年２月１７日（火）

卓話 日本健康体操連盟 生涯学習健康づくり指導士 青山 実智子様

演題 「願いは叶う」（元気づくり、笑顔づくりの道）

●会報・IT委員会/辻本和弘 小原靖浩 植倉一正 鈴木譲 野末勝宏 webmaster/辻本和弘


