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例会状況報告

第2回 7月10日
通算1885回

◎会員総数 ６１名
◎出席義務者 ４３名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

１８名
◎本日出席 ４９名
◎本日欠席 ６名
◎本日出席率 ８７．５％

第47回 6月26日
通算1883回の修正

◎欠席者 ５名
◎免除者の欠席者 ６名
◎欠席者の補填者 ３名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９５．００％

例会プログラム

第3回7月17日
通算1886回

１．握手・挨拶

２．開会点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．会長報告

６．委員会報告

７．幹事報告

８．ガバナーアドレス

９．お礼のことば

10. 閉会点鐘

発行日 2018年7月17日
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地区スローガン

ロータリーを学び、実践し、

発信しよう；Enjoy Rotary

Rotary International District2650 Nara Japan

奈良大宮ロータリークラブ
Club Weekly Bulletin

－ クラブ創立４０周年 －
クラブテーマ

「伝統を育み、未来を拓く」
失敗を恐れず 勇気をもって 一歩前へ GOOD TRY

■創 立：1979年1月23日
■例 会：毎週火曜日 17:30～18:30
■例 会 場：奈良ホテル本館

奈良市高畑町1096番地 電話（0742）26-3300

■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
hp：http://www.naraomiya-rc.jp
E-mail：info@naraomiya-rc.jp

■会長：武藤 廣茂 ■副会長：中嶌 大 ■幹事：谷川 千代則

2018-19年度 RIテーマ

RI会長 バリー・ラシン

RI第2650地区ガバナー

中川 基成

国際ロータリー第2650地区
2018-2019年度
ガバナー 中川 基成 氏

(なかがわ もとなり)

【ご経歴】
●所属クラブ：あすかロータリークラブ
●生年月日：1955年9月30日生
●最終学歴：1980年(昭和55年)3月

東京大学法学部 卒業
●職 業：株式会社ナカガワ

代表取締役社長
●職業分類：建築材料販売

【ロータリー歴】
クラブ関係
1993年9月16日 あすかロータリークラブ入会
1995～1996年度 理事（青少年委員会 委員長）
1998～1999年度 環境保全委員会 委員長
2000～2001年度 理事（国際奉仕委員会 委員長）
2004～2005年度 親睦活動委員会 委員長
2006～2007年度 幹事
2007～2008年度 ロータリー情報委員会 委員長
2009～2010年度 規定審議委員会 委員長

ようこそ！！ 中川 基成 ガバナー

奈良大宮ロータリークラブは、公式訪問を
心からご歓迎申し上げます。
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2010～2011年度 理事（ロータリー財団委員会 委員長）
2012～2013年度 会長エレクト（奉仕プロジェクト委員会 委員長）
2013～2014年度 会長
2014～2015年度 会員増強委員会 委員長
2016～2017年度 地区財団補助金委員会 委員

地区ガバナーノミニー
2017～2018年度 地区ガバナーエレクト

【その他】
ロータリー財団メジャードナー
ベネファクター
ポールハリス・ソサエティ会員
米山功労者（第6回マルチプル）
米山功労法人

【職歴】
1980年4月～1991年4月 丸紅株式会社勤務

（うち、1988年4月～1991年4月 丸紅ドイツ会社勤務）
1991年4月 株式会社ナカガワ 入社
2000年10月 株式会社ナカガワ 代表取締役社長就任、現在に至る

【その他団体役職】
奈良県総合卸商業団地協同組合 理事
奈良県働き方改革推進協議会 委員
公益社団法人 葛城納税協会 理事
優良申告法人 葛城法友会 会長
大和高田商工会議所 副会頭
一般社団法人 大和高田経済倶楽部 副会長
大和高田市企業人権教育推進協議会 会長
大和高田市雇用対策協議会 会長
大和高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略意見交換会 委員
社団福祉法人 愛の集い学園 理事
日本赤十字社奈良県支部有功会 理事

お 客 様 の ご 紹 介

・国際ロータリー第2650地区 奈良第1グループ ガバナー補佐
中窪 啓司 様（平城京RC）
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会 長 の 時 間 ◇武藤会長

すみません、私うっかりしておりまして、携帯電話のスイッチを切るのを忘れており、
慌てて切りに行っておりまして、点鐘が遅くなりました。皆様方にも例会中にスマホの
操作、携帯での音を鳴らすことだけは、ご注意をいただければと思っておりますので、
どうぞよろしくお願い致します。

会長報告でございます。集中豪雨で先日より大変なことになっておりますが、太宰府
ロータリクラブの方に確認をさせて頂きましたところ、道路浸水や交通渋滞はありまし
たが、会員の中で被災された方はおられないということで、一安心しております。
次に地区補助金の交付の件ですが、40周年記念事業の「遊びから学ぶ」ということで、

40周年記念事業部会で進めて頂いておりますプロジェクトにつきまして、1038ドルの交
付が決定したご連絡を頂いております。

次に地区より2018年から19年度の希望の風奨学金の支援のお願いが来ております。
これにつきましては皆様方の前期の会費に計上させていただいております。どうぞ宜し
くお願い致します。

次にRLIの研修会でございますが、今年度RLI研修会は副幹事の倉田会員に御出席頂く
という事になりました。7月8日の日曜日、すでに第1回目が開催がされ出席を頂いており
ます。

昨日でございますが、奈良テレビと奈良新聞の方に会長就任のご挨拶に私と幹事の
谷川さん、直前会長の藤井さん、それから雑誌・広報委員長の野末さんの4人で行ってま
いりました。会長の報告は以上でございます。

先程お話ししましたように、太宰府では何もありませんでしたが、皆さん方もここ数
日テレビや新聞を見ますと、水害について毎日伝えられておりますので、平成30年7月豪
雨という名前の激震災害に指定されたと聞いておりますが、範囲が非常に広く、期間も
6月の27日頃からずっと雨が降り続いており、例年の2倍から4倍位の雨が一気に降ったと
いうことで、毎日テレビを見ていましても心が痛いなと、我々がこう呑気にやっている
日々のこと、やっていること自体が悪いような気持ちをするわけでございます。本当に
毎日暑いわけですが、暑い中泥をかき出したり、瓦礫を取り除いたりという姿を見てい
るだけで、本当に大変かと思います。我々に出来ることとしましては、今後昨年度理事
会で承認いただき、他クラブにはまだあまりない、災害対策委員会というものが私ども
クラブにありまして、若干の資金もありますので、もし地区の方から連絡がありました
ら、すぐに委員会を開きまして支援をしたい、そのあとゆっくり募金箱を回させていた
だこうと思っております。今年度は私が災害対策委員会の委員長でございますので、基
本的には例えば姉妹クラブや友好クラブが被災された場合には、RIや地区の報告を待た
ずに速やかに支援をしていきたいと思っております。その他につきましては、状況に合
わせて支援をする、その時に当クラブの委員会を機能させていきたいと考えております。
以上でございます。有り難うございました。
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奈 良 新 聞 掲 載 記 事

国際ロータリー第2650地区 奈良第１グループガバナー補佐 ご挨拶

ガバナー補佐2年目の中窪でございます。所属は平城
京ロータリークラブでございまして、常日頃親クラブと
して色々とお世話になりまして有り難うございます。

今日は来週17日のガバナー公式訪問に向けて事前協議
会でお邪魔しております。今回の公式訪問は、奈良大宮
ロータリークラブさんにとりましては初めてであります
合同公式訪問ということになります。ご協力有り難うご
ざいます。各クラブによって事情も違いますので単独で
やってほしいということがあるかとは思いますが、
2,650地区はクラブ数も多く、合同公式訪問をすすめさ

せて頂いておりまして、それを補うものとして今回のような形でガバナー補佐がお邪魔
して、皆さんのご意見やご要望をお聞きしガバナーにお伝え致します。会長・幹事懇談
会の際には改めてしっかりとご要望、ご意見等ございましたらガバナーにお伝え頂けれ
ばと思います。

奈良大宮ロータリークラブさんは、今年度40周年を迎えられるということで、大変伝
統もあり、また実績もあるクラブで、奈良県を引っ張っていくような素晴らしいクラブ
でございます。

平城京ロータリークラブが35周年をもうすぐ迎えますが、創立時のスポンサークラブ
を頂き、また数年前には北河原ガバナーを擁立いただき、有井幹事長を先頭に皆さん大
変な実績を上げて頂きまして有り難うございます。今年度も武藤会長を先頭に様々なこ
とを実行していこうとされております。40周年という事で、ネパールのグローバル補助
金を使った事業もされようとしておられますし、今年度は中長期の戦略計画も立てると
いう事と青少年の育成、そして髙野地区委員長もおられますが、公共イメージの向上に
力を注がれるということ、地区にはありますが、クラブで災害支援対策委員会があるの
も素晴らしい、今年度も頑張っておられるなと思います。

事前に概況報告書を見させて頂きましたが、武藤会長の方針のもと、皆さんがそれぞ
れしっかりと活動計画を立てておられると感じ、本当に素晴らしいクラブだと思います。
今日は勉強させて頂くつもりで後の協議会も楽しみにしております。
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委 員 会 報 告

◇出 席 委 員 会＞清岡委員長・例会状況報告
◇ニコニコ委員会＞小西委員 ・ニコニコ報告
◇40周年記念事業実行委員会＞冨川副委員長

・記念事業パンフレット配布・ポスター掲示のお願い。

出席委員会

清岡委員長
ニコニコ委員会

小西委員

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

①ガバナー公式訪問の件
ネクタイ着用、17：05より写真撮影

②8月28日（火）例会時間・場所変更の件
バスケット教室のあと、13：30よりならでん
アリーナの会議室にて例会

③概況報告正誤表の件
本日正誤表を配布、予算については
前回配布済み

40周年記念事業実行委員会

冨川副委員長
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委 員 会 活 動 計 画 発 表

各委員長、副委員長による、前期活動計画が発表されました。

会員組織常任委員会

増井委員長

会員選考委員会
中條委員長

会員増強委員会
山口委員長

職業分類委員会
平野委員長

ロータリー情報委員会
井上委員長

社会奉仕委員会

森山委員長

国際奉仕委員会

市田委員長

ロータリー財団常任委員会

福本委員長

クラブ広報常任委員会

藤井委員長

雑誌・広報委員会
野末委員長

奉仕プロジェクト常任委員会
青少年奉仕委員会

植村委員長

職業奉仕委員会

多田委員長
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ク ラ ブ 協 議 会

各委員長より例会時の発表の補足
をいただき、常任委員会ごとに
中窪ガバナー補佐よりご指導いた
だきました。40周年実行副委員長
の冨川会員、弓場インターアクト
委員長、石野米山記念奨学委員長、
カウンセラーの野﨑会員にもご発
言頂きました。また堀内前年度
幹事、武中副会場監督、入会3年
未満の辻本和久会員、西村会員、
ご入会直後の宮坂会員も最後まで
ご参加いただきました。

クラブ管理運営常任委員会

中嶌委員長
ニコニコ委員会

川端副委員長

親睦活動委員会

水野委員長

プログラム委員会
鈴木委員長

出席委員会
清岡委員長

ソング委員会

河野委員長
未来計画委員会

髙野委員長

会報・ＩＴ委員会

宮西委員長
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◆例会変更のお知らせ◆

2018年7月 ■五條ロータリークラブ■
・７月１８日(水)・・・休会
※ビジター受付：行いません

2018年8月 ■五條ロータリークラブ■
・８月１５日(水）・・・休会
※ビジター受付：行いません

・８月２９日(水）・・・休会
※ビジター受付：行いません

2018年10月 ■奈良東ロータリークラブ■
・平成30年10月31日(水)の例会を休会 定款第8条第1節C
※ビジター受付：行いません

次 週 の 例 会 ２０１８年７月２４日（火）

卓話：林 由恵氏 所属：A＋Style
タイトル：商談成立！人の心をぎゅっとつかむ！色彩心理術

●会報・IT委員会/宮西正伸 南谷正仁 西本隆一

辻本和久 西村甲児 webmaster/宮西正伸

ニコニコ箱 合計 55,000円 累計 225,000円
ガバナー補佐 中窪啓司 様

本日はガバナー公式訪問の事前協議会、楽しみにしております。
武藤廣茂 君 中窪ガバナー補佐様、ご来訪ありがとうございます。本日のクラブ協議

会よろしくご指導下さい。
谷川千代則君 中窪ガバナー補佐、本日はよろしくお願いいたします。
藤井正勝 君 中窪ガバナー補佐様、本日のクラブ協議会宜しくお願い致します。
増井義久 君 中窪ガバナー補佐、本日は御指導宜しくお願い致します。
小西敏文 君 中窪ガバナー補佐、本日は御指導宜しくお願いします。
佐川 肇 君 藤井様、昨日はご足労かけて申し訳ありません。
梅谷裕規 君 麹谷さん、お祝いありがとうございました。
野﨑隆男 君 先日は十三屋のご利用、前年度会長、他の皆様ありがとうございました。
堀内眞治 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
楠原忠夫 君 ニコニコ協力
川端 昇 君 ニコニコ協力


