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2017-18年度当クラブテーマ

・・・『夢を持って』・・・

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4回 7月25日
通算1840回

◎会員総数 ６６名
◎出席義務者 ４２名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２４名
◎本日出席 ５６名
◎本日欠席 ４名
◎本日出席率９３．３３％

第2回 7月11日
通算1838回の修正

◎欠席者 ２名
◎免除者の欠席者 ８名
◎欠席者の補填者 １名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 ９８．３１％

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ
Club Weekly Bulletin

■創 立：昭和54年1月23日
■例 会：毎週火曜日17:30
■事務所：奈良市大宮町6丁目3-7 中室ﾋﾞﾙ3F

電話 0742-33-8583／FAX 0742-33-8600
■例会場：奈良市高畑町1096番地

奈良ホテル本館 電話 0742-26-3300(代）
■会 長：藤井正勝 ■副会長：増井義久 幹事：堀内眞治

次回の例会

2017年8月8日（火）

クラブ討論会

（会員増強委員会担当）

会 長 時 間 ◇藤井会長

それでは、会長の時間という事で、少しだ
け時間を頂戴します。

私がいつも、前三回お話しさせて頂きまし
たが、何の日か、どんな本があるのかという
ことをご紹介させて頂きましたが、今日は奇
しくも土用の丑の日です。申し訳ございませ
ん、料理はフランス料理です。ウナギは出ま
せんのでご了承ください。

それと奈良に氷室神社がありますので、か
き氷の日といのも今日の日らしいです。奈良
市にかき氷店が非常に多いということ、最近

知りました。そういう日でございます。
それと、私が、前回も申し上げましたが、仕事柄書籍のご紹介をし

たいと思って、若干丁寧に皆さんのテーブルの上にコピーを置かせて
頂きました。たぶんこれはご存じかと思います。ご存じでない方もお
られるかも知れません。私もこれを知ったのは古い昔ではないんです
が、「フルベッキ写真」と申します。これは何かと申しますと、この
下に名前が出ています。但しこれはこの作者が記されたことですから、
確かではございません。だけど、錚々たる名前が載ってます。それと
ここにその本が出ています。もしご希望、関心のある方は、この作者
がどういうつもりでこういう本を書いたのか、というのがございます。
内容については読んでからご判断下さい。いろいろちょっとここでは
お話しできないことも書いてますので、一度ご一読頂ければ、と思い
ます。それと、それに関連しまして、最近神戸開港150周年。よく言
われます。そればっかり言われるんですが、神戸開港150周年という
ことは、明治維新150年ちゃうのか、と思いまして、調べました。大
政奉還は1867年10月14日。今年でございます。それから4年後私の仕
事に関係しますのを言いますと、学区制の発令というのがあります。

例会プログラム

第5回8月1日
通算1841回

１．開会点鐘

２．ソング

３．お客様紹介

４．ビジター紹介

５．会長挨拶

６．委員会報告

７．幹事報告

８．卓話講師：山中淳代様

９．閉会点鐘

本 日 の お 客 様

・RID2650 ガバナー 田中 誠二 様（京都東ＲＣ）
・RID2650 ガバナー補佐 中窪 啓司 様（平城京ＲＣ）
・RID2650 副幹事長 室 公博 様（京都東ＲＣ）
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委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞塩澤委員 例会状況報告
◇ニコニコ委員会＞武中委員 ニコニコ報告
◇青少年奉仕委員会＞弓場委員長

・青少年交換担当委員会及び第1回青少年奉仕担当者会議の報告
・お弁当の日の新しい案内の件

◇職業奉仕委員会＞倉田委員長
・親子料理教室とラインの件

◇会員増強委員会＞石野委員長
・例会後委員会開催の件

青少年委員会
弓場委員長

職業奉仕委員会

倉田委員長

会員増強委員会
石野委員長

つまりその、これを読みますと、「邑(むら)に不学の戸なく家に不学の人がないように心が
け、愛育の情を厚くして子弟に就学させなさい」という発布が出ているようです。こういうこ
とで、義務教育が進みました。私がいま仕事柄、皆さんもご存じかと思いますが、中学入試、
高校入試の仕事を私もさせて頂いておるんですが、その時にいつも思いますので、よくお耳に
なると思いますが、偏差値ですね、大学入試の偏差値ですとか、または高校入試の内申点です
とか、これをどうやって決めはったんかな、と思ってます。そしていつも思いますが、昔の人
はこれはもう偉かったんだ、と。いま非常に使われているそういう数値を、そうですね、もう
戦後すぐぐらいから決まっているようです。その時からそういうことを決めておられます。だ
から本当に明治維新の時のお方、それから戦後になってからの方も含めて、非常に努力をなさっ
ておられたかと思っております。

なんでこういう話をさせて頂いているかと言いますと、いまお越しの田中誠二様、当クラブ
に同姓同名の、真（まこと）に真（しん）のロータリアンと言ってたらいいのか、私はいろい
ろ指導を受けた方でございます。チャーターメンバーでございます。私がＳＡＡの時に副ＳＡ
Ａについて頂きましたので、非常に私は動き辛くて、全部走りましたけど、そういうきちっと
する、ということ。ただ、間違ったことをしなければ全然怒られなかった、というお方がおら
れます。ですから先ほどもガバナー、ガバナー補佐、副幹事長と会長幹事会の話をさせて頂き
ましたが、いろいろお話をさせて頂きましたが、やっぱりロータリーは変える所と変えてはあ
かん所があるんだ、と思っております。これを持って締めとさせて頂きます。

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・前年度「地区職業奉仕講演会 記録記念誌」の件
・地区、「九州北部豪雨災害復興支援決定」の件
・例会後、県下ロータリークラブ親睦ゴルフ大会、委員会の案内
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ガ バ ナ ー 公 式 訪 問
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ニコニコ箱 本日計 109,000円 累計 318,181円

田中誠二 様（RID2650 ガバナー）
中窪啓司 様（RID2650 ガバナー補佐）
室 公博 様（RID2650 副幹事長）
藤井正勝 君 2017-18年度ガバナー田中誠二様、ガバナー補佐中窪啓司様、副幹事長室公博様、

本日はご訪問いただきありがとうございます。宜しくご指導の程お願い申し上
げます。

堀内眞治 君 田中ガバナー、本日はよろしくお願いします。
北河原公敬君 田中誠二ガバナーようこそご来訪下さいました。心より歓迎申し上げます。

これから公式訪問を続けられますに際し、ご健康にご留意の上、無事に終了さ
れますことをお祈り申し上げます。

有井邦夫 君 田中誠二ガバナーの御訪問をうれしく思っています。よろしく御指導お願い致
します。

宮西正伸 君 田中ガバナー本日は有り難うございます。
楠下重郎 君 ようこそ田中誠二ガバナー。
飯田二昭 君 田中誠二ガバナーの公式訪問を歓迎して。
中井一男 君 田中ガバナー様 ようこそおこし下さいました。
中條章夫 君 田中誠二ガバナー公式訪問を歓迎して ニコニコ。
平野貞治 君 田中ガバナーの公式訪問をお迎え申し上げます。
高木伸夫 君 田中誠二ガバナーのご来訪に感謝して。
中村信清 君 田中ガバナー様 室副幹事長様 ようこそ当クラブにお越し頂きました。
山本直明 君 田中ガバナー ようこそ。
藤川保雄 君 ようこそガバナー いらっしゃいました。
北神徳明 君 田中誠二ガバナー 本日はよろしくお願い申し上げます。
植倉一正 君 田中ガバナー、ようこそお越し下さいました。
潮田悦男 君 田中誠二ガバナー ようこそ奈良大宮ロータリークラブへおこし下さいました。

歓迎致します。
中嶌 大 君 ようこそガバナーご指導よろしくお願い致します。
武藤廣茂 君 田中ガバナーご一行様 本日は、ご来訪ありがとうございます。よろしくご指

導お願い致します。
多田 実 君 田中ガバナー本日のガバナーアドレスを楽しみにしております。
増井義久 君 田中誠二ガバナー ようこそ歓迎致します。
髙野 治 君 田中ガバナー様、室副幹事長様、本日はようこそ奈良大宮ロータリークラブに

お越し下さいました。
冨川 悟 君 田中誠二ガバナー公式訪問を歓迎して。

ニコニコ協力 矢追家麻呂君 井上正行 君 谷川千代則君 平方貴之 君 辻本和弘 君

●会報・IT委員会/河野里志 鈴木譲 植村将史 清岡義教 webmaster/河野里志

◆例会変更のお知らせ◆

8 月 ■奈良ロータリークラブ■
・８月１０日(木)・・・定款第6条第1節(C)による休会。
※ビジター受付：行いません。

■平城京ロータリークラブ■
・８月３日(木)・・・夏の家族親睦例会の為、例会場をしょうざんリゾート京都に

変更いたします。
※ビジター受付：8月3日(木)18：00-18：30ホテル日航奈良3Fフロント横にて。

・８月１０日(木)・・・定款第6条第1節(C)による休会。
※ビジター受付：行いません。

・８月２４日(木)・・・納涼例会の為、例会場をホテル日航奈良屋上ビアガーデンに
変更いたします。

※ビジター受付：8月24日(木)18：00-18：30ホテル日航奈良3Fフロント横にて。


