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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21回 12月5日
通算1857回

◎会員総数 ６４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)

２２名
◎本日出席 ５０名
◎本日欠席 ６名
◎本日出席率８９．２９％

第19回 11月21日
通算1855回の修正

◎欠席者 １０名
◎免除者の欠席者 １２名
◎欠席者の補填者 １０名
◎免除者の補填者 ５名
◎出席率 １００％

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

会 長 報 告 ◇藤井会長
改めまして、こんばんは。今日も

非常に寒くなりました。どうぞお体
お気をつけください。本日は１２月
の理事会報告をさせて頂きます。こ
の第二回の情報集会でもちょっとご
意見がございまして、理事会の内容
はできるだけ多く、この場で報告し
てほしいとお伺いしましたので、手
短に全てご報告させて頂きます。

○報告事項
・12月クラブ例会運営の件ですが、
本日の卓話の先生東交通第一課長始
め第四例会26日までの日程を発表さ
れました。

・第2回情報集会の件、これは纏めて皆さんに状差しに入れさせ
ていただきます。
・My Rotaryの件ですが、なかなかMy Rotaryの運営が上手くいっ
ていないので、2月の上旬にそのセミナーをされるということで
す。ご参加頂ける方はご参加頂きたい、ということの報告がさ
れました。
・ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所、年末年始休局の
件でございますが、12月27日から1月4日まで休みということで
報告を頂いております。
・2018年度決議審議会への決議案提出の件ということが出てい
ます。この前に植倉委員長からいろいろご指示を頂いて先週私
が報告をさせて頂いたのですが、また何か規定審議外以外に決
議審議会というのを設けるということでRIから来ています。ま
だ私たちも詳細が不明ですので、内容を確認した上、次回にご
報告させて頂きます。

例会プログラム

第22回12月12日
通算1858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 中野光夫氏

（生駒RC）
９．閉会点鐘

次回の例会

2017年12月17日（日）

年末家族親睦例会

（京都方面）

2017年12月19日（火）
17日に振替の為、

例会はありません

本 日 の お 客 様

・澤田 善吉 様（岐阜城ＲＣ）
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・彦根南インターアクトクラブ創立総会が12月2日、青少年奉仕活動の同じ日にございま
した。それで、堀内幹事にご出席をして頂きまして、その詳細と言いますか、状況を報
告頂きました。これが報告事項でございます。

○審議事項
・まず、皆様にもお願いをしておりますが、インターアクトクラブを設立したい、とい
うことで、いま青少年委員長から随時情報と、皆さんにいろんなことをお話頂く、とい
うことを進めさせて頂いています。 終的には、皆さん全員の同意が必要でございます。
その為に臨時総会をいつさせて頂くか、という審議をさせて頂きましたが、先ずその前
に皆さんと共に情報集会でそれをもう一度議案として皆さんの忌憚のない意見を全部挙
げていただき、皆さんの合意に諮っていきたい、ということで、させて頂きました。で
すから現在、日は未定でございます。
・2650地区の米山学友会年末交流会というのが12月16日年末家族会の前の日に京都でご
ざいまして、エリザさんと私が行かせて頂きます。その費用をどうするか、ということ
を理事会で決めさせて頂きました。
・第3回情報集会に向けての例会配席と、先ほど言いました情報集会でのテーマを後で副
会長から説明してもらいます。
・入会候補者の件でございますが、いま、お一方の書類が回っています。理事会で承認
をさせて頂きましたが、これから皆さんに7daysでご連絡をさせて頂いて、その後また理
事会で発表させて頂きたいと思っております。
・後期会費の件、挙がっていますがまだ詳細未確定の部分がございますので、皆さんに
また次の理事会以降で発表させて頂きます。
以上で終わります。有り難うございます。

ビ ジ タ ー 挨 拶 ◇澤田善吉様（岐阜城ＲＣ）

皆さん、こんばんは。貴重な時間を頂きまして、ありが
とうございます。私は岐阜城ロータリークラブに所属して
おります澤田善吉と申します。ロータリー歴は今年で42年
目でございます。例会場は当ホテルとも関係があるらしい
のですが、都ホテルで毎週水曜日12：30～開催いたしてお
ります。ぜひまたお立ち寄り頂けましたら、と思います。
私はお城が趣味で、日本100名城を5年程前に全部回りまし
た。ランキングでいうと405番目です。それからヨーロッパ
100名城というのもあり、100名城の内、75城を回って私い
ま全国でランキング第2位です。それと同時に車が趣味です
ので、昨日岐阜を出て白浜へ行き、昨晩白浜でお世話にな
りました。今日は家に帰る途中でここへ寄ったら、玄関に
案内があり、今日例会があることを知りました。自分で運
転してきておりますので、こういう格好で突然の参加、申

し訳ないと思います。明日は志摩で泊まって帰ろうと思っております。私しばらく私ア
メリカに居りまして、アメリカで発明されたTESLAという車を私買いました。その車を先
月輸入しました。それでその試運転を兼ねてちょっと長距離を走ってみようかというこ
とで来ました。誠に運転のしやすい車です。安全ということで私は買ったのですが、歳
と共に視力とも体力とも弱くなってきましたが、あの車に関して試運転した結果から言
いますと、大変安全性が優れております。先ず、追突はほとんどないと思います。アメ
リカでは随分乗りましたが、日本の国情に合うのか心配しておりましたが、ほとんど問
題ありません。ただ、外部から危害と言いますか、追突されたりあるいは横からぶつけ
られたりということは避けるわけにはいきませんが、自ら危険を察知し、危険を回避す
るようになっています。車の宣伝に来たわけじゃないですけれども。誠に私の趣味が高
じて、とうとうTESLAを買って、余生を送ろうかという一つのテーマです。どうも大変ご
清聴ありがとうございました。
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年 次 総 会

＜藤井会長＞
それでは、１２月第一週でございますので、年次総会をさせていただきます。楠原指

名委員長、山口出席委員長、どうぞこちらの方にお願いします。
ただ今より、奈良大宮ロータリークラブ細則第５条第２節（ａ）に基づき、年次総会を
開催します。クラブ細則第４条第１節（ａ）により、会長が議長を務めさせて頂きます。
それでは、本日の出席報告を山口出席委員長よりお願い致します。

＜山口出席委員長＞
会員総数６４名に対しまして、本日の出席者は５０名となってお

ります。
ありがとうございました。只今のご報告のように定足数の規定によ
る３分の1以上を満たしておりますので、本日の年次総会は成立致
します。クラブ細則第３条第１節（ｃ）に基づき、１１月２６日楠
原指名委員長より次々年度会長および次年度副会長、幹事、会計、
５名の理事、および会場監督候補者が発表されましたが、改めて楠
原指名委員長よりご報告をお願い致します。

＜指名委員会：楠原委員長＞
先週例会に於いて指名委員会より次々年度会長および次年度理事

役員の候補者を発表いたしましたが、本日改めて発表いたします。
お名前を呼ばれた方は起立をお願い致します。
【候補者】
・次々年度会長 増井 義久 君
・次年度副会長 中嶌 大 君
・次年度幹事 谷川千代則 君
・次年度会計 平方 貴之 君
・次年度理事 福本 良平 君、多田 実 君、植村 将史 君

市田富久夫 君、森山 斗福君
・次年度会場監督 中奥 雅巳 君
です。それでは、会長、後はよろしくお願いいたします。

＜藤井会長＞
ありがとうございました。それでは、ただ今楠原指名委員長より発表されました候補

者の方々に、異議のある方はおられますでしょうか。なければ皆様の拍手をもって、賛
成とさせて頂きます。
（拍手）

ありがとうございました。これで、この議案は成立致しました。これをもちまして年
次総会を終了します。
それでは、次々年度会長に選ばれました増井さん、一言ご挨拶をお願いいたします。

＜増井次々年度会長より挨拶＞
みなさん、こんばんは。いま承認を頂きました増井です。まだ入

会年度も浅く、このような大役を受けさせて頂くことについてはか
なり迷ったのですが、奈良大宮ロータリークラブが少しでも発展す
るように全力で向かっていきたいと思いますので、ご協力よろしく
お願いいたします。本当にまだまだ分からないことが多いので、先
輩の皆様、また会員の皆様ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたし
ます。簡単ではありますが、挨拶とさせていただきます。

＜指名委員会：楠原委員長＞
本日無事、理事役員人事が決定しましたので、これをもちまして、指名委員会を解散

致します。いろいろとお世話になり、有り難うございました。
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卓 話

講師：奈良警察署 交通第一課長 東 宏英 氏
演題「交通情勢と交通安全対策」

幹 事 報 告 ◇堀内幹事

・次週例会の予定 12月12日（火）は
卓話例会 国際ロータリー第2650地区
ＲＬI委員会 委員 中野 光夫氏
（生駒RC）
演題「ＲＬＩについて」

委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞山口委員長・出席報告
◇ニコニコ委員会＞西村委員・ニコニコ報告
◇雑誌・広報委員会＞南谷委員長・「ロータリーの友」の読み所
◇社会奉仕委員会＞大塩委員長・年末交通安全啓発活動参加の件
◇青少年奉仕委員会＞弓場委員長・母と子の絆と未来佐保山荘の事業報告
◇地区職業奉仕委員会＞北河原パストガバナー・地区職業奉仕「講演会」の件
◇親睦活動委員会＞國原委員・第2回家族親睦例会の件

雑誌・広報委員会
南谷委員長

地区職業奉仕委員会
北河原パストガバナー

社会奉仕委員会
大塩委員長

青少年奉仕委員会
弓場委員長

親睦活動委員会
國原委員
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年末交通安全啓発活動について（社会奉仕委員会）

日時 平成29年12月6日（水曜日）15:15～17:00（集合は15:00）
場所 奈良警察署～ＪＲ奈良駅
参加者 18名

当日、奈良大宮RCメンバーは、15：00に奈良警察署に集合致しました。
横断幕、照明等の設置は前日に完了しており、上記タイムスケジュール通り順調な進行
状況でした。大宮保育園から35名の園児に来て頂きました。サンタの登場に歓声をあげ、
明るく元気よく挨拶をして点灯式を盛り上げてくれました。その後、少し明るい中でし
たが、照明も点灯し、子供たちへサンタさんからプレゼントが配られました。そして、
点灯式は無事、終了致しました。（12月26日まで点灯）

場所をJR奈良駅へ移動し、（メンバー・サンタ共）その周辺の飲食店、数件に「ハン
ドルキーパー運動」を呼び掛け、飲酒運転撲滅を訴える、チラシ・グッズの配布を行い
ました。
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◆例会変更のお知らせ◆

12 月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・１２月１８日(月)・・夜間例会の為、時間・場所変更。
18：30-19：30 グランドサンピア奈良（大和郡山市高田町）

※ビジター受付：行いません。

・１２月２５日(月)・・定款第8条第1節Cにより、休会。
※ビジター受付：行いません。

■橿原ロータリークラブ■
・１２月２９日(金)・・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。

2018年1月 ■大和郡山ロータリークラブ■
・１月１日(月・祝)・・定款第8条第1節Cにより、休会。
※ビジター受付：行いません。

・１月８日(月・祝)・・定款第8条第1節Cにより、休会。
※ビジター受付：行いません。

・１月１５日(月)・・新年例会の為、時間・場所変更。
18：00-20：45 ラ・テラス中之島

※ビジター受付：12：00-12：30 奈良プラザホテル1Fロビーにて
行います。

■橿原ロータリークラブ■
・１月５日(金)・・新年夜間例会の為、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。

ニコニコ箱 本日計 56,000円 累計 1,268,181円
藤井正勝 君 奈良警察署 東宏英様 本日の卓話ありがとうございます。

また先週の青少年活動のこと、皆様が楽しんでいただきよい奉仕でした。
感謝申し上げます。

堀内眞治 君 東様 明日もよろしくお願いします。
弓場裕史 君 12/2青少年奉仕事業 佐保山荘 母と子の絆と未来「子供たちの未来を

信じて・・・」事前搬入、事業当日、大変お世話になりました。おかげ
さまで無事終了する事ができました。感謝

楠原忠夫 君 12/5情報集会 平方副委員長はじめ出席頂いた方 お世話になりました。
ありがとうございます。

宮西正伸 君 結婚記念日にお花を頂きました。有り難うございました。
潮田悦男 君 前回欠席のおわび
ニコニコ協力 矢追家麻呂君 小西敏文 君 谷川千代則君 増井義久 君

市田富久夫君 山口尚紀 君 森山斗福 君 南谷正仁 君
野末勝宏 君 奥田哲也 君 河野里志 君 辻本和久 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

事務局休局のお知らせ

■橿原ロータリークラブ■
・２０１７年１２月２６日(火)～２０１８年１月３日(水)
事務局休局中、御用の際は、FAXまたはメールにてご連絡下さいますようお願い 申し上
げます。また、留守番電話をご利用頂いても結構でございます。
ＴＥＬ 0744-28-2801 ＦＡＸ 0744-28-2802 E-Mail krc@jeans.ocn.ne.jp


