
会 長 挨 拶

本年度会長を仰せつかりました中村でございます。当クラブの活動
方針は先週お渡しした概況報告の通りです。本年度は「和と飛躍」
をテーマに取り組みたいと思っております。私はこのクラブのメン
バーが全員和やかに、そして諍いもなく派閥もなく、みんなで和を
もってやっていけたらと思ってこのようなテーマにさせて頂きまし
た。皆さんにご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますけれども、
宜しくご支援の程お願い申し上げてご挨拶とします。有難うござい
ます。
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2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

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2回 7月14日
通算1747回

◎会員総数 ７１名
◎出席義務者 ４５名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２６名
◎本日出席 ６１名
◎本日欠席 ５名
◎本日出席率９２．４２％

第46回 6月30日
通算1745回の修正

◎欠席者 ９名
◎免除者の欠席者 ６名
◎欠席者の補填者 ２名
◎免除者の補填者 ２名
◎出席率 ９０．２８％

例会プログラム

第3回7月21日

通算1748回

１．開会の点鐘

２．ソング 「海」

（うみは広いな大きいな）

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．前期活動方針発表

（会員組織・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



幹 事 挨 拶

幹事の大役を仰せつかりました髙野でございます。色々と行き
届かない点が多いと思いますが、今年一年どうかよろしくお願
い致します。思い出しますと今から二年足らず前、私は生まれ
て初めてぎっくり腰を致しまして、それが致命的な怪我になっ
てしまい、脊椎の手術を致しました。もう痛くて痛くて手術す
るしか選択肢がなかったのですが、この痛みから逃れる事さえ
できれば例え歩けなくてもいいやと思い手術に臨みました。ま
だ手術が終わって2～3日後のことです。まだ歩けるかどうか分
らないし、管に繋がれて、ベッドの上でひぃひぃ言っていまし
たら、中村さんからスマホに電話がかかって来ました。何かな、
と思って電話に出ますと、幹事をやって欲しいということでご
ざいました。今申し上げたような状態で、もしかしたら寝たき
りになるかも知れない、車いすになるかも知れない、というこ
とでなんとか「いや、今こういう状況ですから」とか「入院し
てますから」とフニャフニャ言ってなんとか逃げようとして、
まぁ逃げ切ったかな、と思ったら電話を切る時に「有難う」と
仰いました。私はその瞬間、中村会長を男にするということと、
私の大好きなこの奈良大宮ロータリークラブに、本当に不束で
はございますが、私の力をなんとか注ぐということを決意致しました。
昨年度はガバナー年度だったこともあり大変でありました。一番初めにガバナー訪問はあるわ、
もうどうしたらええのかな、というようなことでまだ今でもアワアワしておるような状況です。
それに加えて事務局も引越しをせなあかんということで、お金もエラいかかるし、どうしよう
かなと、本当にこの二ヶ月位頭の痛い事がずっと続いてまいりました。昨年 大79名まで行き
ましたが、今この段階では会員数が71名まで減ってしまいまして、お金もどうしたらいいのか
な、というような感じで考えております。ちょっと緊縮財政を敷かなければならないというこ
とで、前の例会からソングのお二人もお断りして、音楽は奈良ホテルさんに流していただく他、
軽食の回数を増やすことも考えておりまして、色々とご無理をお願いする事も多いかと思いま
すが、どうか御協力頂ければ、と思っております。
今年中村会長から「和と飛躍」という方針を出していただきました。私は昨年度会員増強の地
区幹事として出向して、多くのことを学んで参りましたが、当クラブは非常に魅力のある良い
クラブであり、誇りと自信をもっております。一時的に会員数は減りましたが、その内3名の
方は企業会員の方ですし、今年中奥委員長をはじめ会員増強は 強の布陣で臨んでおりますの
で、またすぐ元の79名、80名の声を聞くのも近いと考えております。当クラブの一番の良さは
「和」ということかと思いますが、もう一つ会長の出された「飛躍」ということに向き合いた
いと思います。先日来グローバル補助金を使った事業など色々な計画をしております。それ以
外に事務局引越しに際し記録保存委員会を立ち上げ、色々な資料などをきっちりとしたいと思っ
ております。それとやはり昨年地区に出向していろいろ勉強して、うちのクラブもそろそろ長
期戦略を考えていかなければいけないかな、と思っておりまして、「飛躍」の年に合せてそう
いったものも立ち上げて、進めていければと考えております。
私も歳をとりまして、いろいろなものを読んでもなかなか頭に残らず、幹事として非常に覚束
ない、行き届かない点も多いかと思いますが、どうかロータリーの友情に免じて、皆様の御支
援を頂き、支えて行って頂ければ、と思います。どうかこれから一年よろしくお願い致します。
では、行事予定の、ここだけちゃんと押さえておきたいという点を申し上げますので、メモし
て頂けたら、と思います。
・先ず、10月27日ですが、東京恵比寿ロータリークラブから20周年の案内が来ております。こ
の日は火曜日ですが、当クラブの例会を休会に致しました。是非、一人でも多くの方と久しぶ
りに東京に行きたいと思っておりますので、予定を空けて頂けたら、と思います。
・11月7日はＩＭがございまして、橿原ロイヤルホテルで開催されます。
・今年は谷川委員長を中心として姉妹・友好委員会も非常に活発に活動して下さいまして、11
月17日に、太宰府の方からメンバーにお越し頂けると伺っております。
・2月・3月ですが、まだ具体的に日にち等は決めておりませんが、まずこちらの方から太宰府
にお伺いしたいと考えております。それと、先ほど申しましたグローバル補助金を使った事業
ですが、この頃には色々と完成しているかと思っておりまして、私どもが一度タイへご訪問さ
せて頂きたいと思っております。これはタイの方の都合とも合せまして、また日にちが決まり
ましたら正式に申し上げます。
・4月2～3日に地区大会があります。
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・4月10日（日）花見例会を吉野の竹林院群芳園で開催します。吉野の一番良い日を押さえて
頂きたいということで、お願いしましたので、是非多くの方、ご参集頂けたらと思います。
・5月28～6月1日まで韓国ソウルで国際大会がございます。今年はブラジルで非常に遠い所ま
で行って頂きましたが、来年はソウルという非常に近い所ですので、一人でも多くの方と一緒
にお伺いしたいと思います。
・情報集会ですが、今年度は年四回を計画しております。こちらの方もまた日程等決まり次第
ご案内しますので、一人でも多くの方にご参加頂けたらと思います。
以上でございます。どうか一年間宜しくお願い致します。

委 員 会 報 告

RID2650：北河原パストガバナー
昨日、ゲイリー・C.K.ホァン会長から、私（ガバナー）宛に感謝状を頂きました。感謝状はい
ま回覧頂いておりますが、それと共に手紙がございましたので、ちょっと書面だけ紹介させて
頂きます。
「本年度は実に素晴らしい一年でした。ベストクラス？のガバナーの皆さん、その名に相応し
いご活躍をされました。期待に応え、ロータリーに輝きをもたらすため、これほどまでに御尽
力頂けたことに感謝の気持ちでいっぱいです。2014年の国際協議会では、ロータリー世界に良
いニュースをもたらしたいとお話しました。この一年私は非常に数多くの場所を訪れましたが、
どこに行っても良いニュースを聴く事が出来、希望が現実になったと感じております。ロータ
リープロジェクトにより助けられた何千人もの人々についてのニュース、ポリオ撲滅に向けた
進展、また会員増強に関する良いニュースもあります。2014年7月1日～2015年5月31日までに、
会員数は47,884人純増しました。これも入会への関心を高め、現会員の参加を促す皆様の努力
の結果です。251以上の新しいクラブが結成され、その内5つは中国で設立されました。ご支援
のお蔭で4月までにロータリー財団へ寄せられた寄付は2億2,000万ドルに上り、これは昨年度
より1,200万ドル多い額となりました。記録破りの一年となったことは間違いないでしょう。
本年度の多くの成功を祝う中、特にロータリーデーの行事は皆が楽しく参加でき、好評でした。
この行事でロータリアンが日頃の活動を地元の人に知ってもらい、私も出席した全てのロータ
リーデーを楽しみました。今後もロータリーデーが地区の恒例行事となり、会員が末永くクラ
ブで活動を続け、更に多くの入会希望者が出ることを願っております。ロータリーデーは地元
の人にロータリーを紹介する絶好の機会です。将来のロータリー研究会や国際大会で再びお目
にかかれることを楽しみにしております。また、ベストクラス？のガバナーで是非同窓会を計
画ください。これからも皆様がクラブ、地区、全世界でロータリーに輝きをもたらす活動を続
けて行かれることを願っております。心をこめて。
2014-15年 国際ロータリー 会長 ゲイリー.C.K.ホァン」
以上です。有難うございました。

3



幹 事 報 告

・例会の変更等に関してですが、7月20日大和郡山ロータリークラブですが、休会でビジター
受付なしという連絡を頂いております。
・次週の例会ですが、前期活動方針ということで、会員組織及び奉仕プロジェクトの各委員会
の皆様、概況報告を忘れずに持って来て頂いて、発表をお願いしたいと思います。その後、結
婚誕生日のお祝が有り、アルコールが出ますので、交通手段をお考えいただき、お越頂けたら
と思います。
・先週お渡しした概況報告ですが、誤りがございまして、もう一度皆さんの電話番号とか間違っ
ていないかご確認頂いたらと思います。私の方でチェックが漏れまして、岡さんの顔写真の方
に載っておりますデータが間違っておりまして、携帯電話の番号が間違っております。 これ
につきましては、正誤表を来週にでも入れさせて頂きたいと思いますので、他にもし間違って
いる方がいらっしゃいましたら髙野の方までご連絡頂けましたら、と思います。先週北河原さ
ん が落丁・乱丁で70ページから後の所がページがだぶっていたり抜けているというようなこ
とがあったんですが、他の方は大丈夫でしょうか。私の方も事務局に残っているものも大丈夫
でしたが、一つそういうものがございました。それもございましたら、私の方から印刷屋さん
の方に交換のお願いをしますので、ご連絡頂けたらと思います。

理 事 会 報 告

1.定例理事会の開催の件
原則として毎月第１例会前16：00より、奈良ホテルにて開催します。

2.理事役員及び委員会組織表の件
概況報告書の通りです。

3.会長・副会長の職務代行順位の件
①楠下 重郎②佐川 肇③増井 義久④平方 貴之⑤堀内 眞治です。

4.会計監査選任の件
前々年度会長の小西敏文氏にお願い致します。

5.収支予算の件
ドルレート124円の決定により人頭分担金を調整し、引っ越し関係費用及び奈良ホテル関係費
用が減額しました。あとは概況報告の通りです。

6.年間行事予定の件
概況報告書の通りです。

7.名誉会員の件
竹川晴雄氏を引き続き名誉会員とします。

8.事務局の件
9月上旬から中頃を目処に引っ越しをします。
事務局員の処遇・勤務条件については、例年通りとします。

9.指定銀行の件
例年通り、南都銀行大宮支店とする。

10.クールビズの件
年内は7月～10月とする。来年は5、6月とします。

11.バヌアツ・ネパールへの義援金の件
改めて募金箱を回します。担当は国際奉仕委員会にお願いします。

12.記録保存委員会の件
事務局移転を機に記録保存委員会を立ち上げることにしました。

13.戦略策定会議の件
戦略策定会議の設置を検討することを決定しました。
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友 愛 例 会
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ニコニコ箱 本日計 67,000円 累計 255,000円

髙野 治 君 行き届かぬ点が多くて申し訳ございませんが、今年1年、どうか宜しくお願い
いたします。

北河原公敬君 昨日前年度ＲＩ会長ゲイリーC.K.ホァン様より感謝状が届きました。これは
私というより2650地区ロータリアンに対してのものと思っております。

麹谷 瀞 君 中村会長、髙野幹事が健康でご活躍されることを祈念して ニコニコ
中井一男 君 これから 中村会長様、髙野幹事様 がんばって下さい。
小池恭弘 君 中村会長 1年間御世話になります
楠木重樹 君 中村会長 髙野幹事 一年間よろしく
藤井正勝 君 会長幹事今年も宜しくお願いします
多田 実 君 中村丸の船出を祝して
冨川 悟 君 中村、髙野丸の船出を祝し 航海の無事を祈る。
多田 廣 君 今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
谷川千代則君 中奥さん昨日はありがとうございました
中奥雅巳 君 昨日の大宮会優勝しました。ニコニコ
有井邦夫 君 ニコニコ協力致します。よろしく御指導下さい
矢追家麻呂君 ニコニコ協力
増井義久 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 ニコニコ協力
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例会変更のお知らせ

7 月 ■生駒ロータリークラブ■
・７月２９日（水）・・・都合により、18：00～の例会時間変更。
時間： 17:50～19：00

※ビジター受付：通常の例会受付。ビジターフィ3,000円

■奈良東ロータリークラブ■
・７月２９日（水）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

8 月 ■平城京ロータリークラブ■
・８月６日（木）・・・家族親睦例会の為、場所変更。
場所：ザ・ヒルトップテラス

※ビジター受付：18：00-18：30ホテル日航奈良ロビーにて
・８月１３日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：致しません。
・８月２７日（木）・・・納涼例会の為、場所変更。
場所：ホテル日航奈良 ビアガーデン

※ビジター受付：18：00-18：30ホテル日航奈良ロビーにて

■生駒ロータリークラブ■
・８月１２日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：致しません。

■あすかロータリークラブ■
・８月１３日（木）・・・定款第6条（クラブ定款）による、休会。
※ビジター受付：行いません。

■奈良東ロータリークラブ■
・８月１２日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません

9 月 ■生駒ロータリークラブ■
・９月１６日（水）・・・「第2回将来のリーダー育成プロジェクト」
事業に振り替えのの為、日程変更。
日程：９月１３日（日）

※ビジター受付：致しません。
・９月２３日（水・祝）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：致しません。

次回の例会 ２０１５年７月２８日(火)

前期活動方針発表（財団・広報・クラブ管理運営）

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫


