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例会状況報告

第4回 7月24日
通算1887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 ４５名
◎本日欠席 ７名
◎本日出席率８６．５３％

第2回 7月10日
通算1885回の修正

◎欠席者 ６名
◎免除者の欠席者 ５名
◎欠席者の補填者 ５名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９６．４９％

例会プログラム

第5回7月31日
通算1888回

１．握手・挨拶

２．開会点鐘

３．ソング

４．お客様紹介

５．ビジター紹介

６．会長報告

７．ＩＭのご案内

８．委員会報告

９．幹事報告

10．卓話：鎌倉 美智子 氏

11．謝辞・閉会点鐘
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「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

お 客 様 の ご 紹 介

・林 由恵 様（Ａ+ＳＴＹＬＥ エースタイル代表）
・ガルブジャ、プルナ プラサッド 君（米山奨学生）

会 長 の 時 間 ◇武藤会長

皆さんこんばんは。先週はガバナー合同公式訪問ということで、
初めて奈良東RCさんとさせていただきました。本当にガバナー御一行
様には、大変暑い中早速にお見え頂き、RI会長のテーマや地区のスロー
ガンなど、非常に細かいところまでいろいろとお話を頂戴致しました。
会長幹事懇談会の中でも、増強についてなどいろいろな話が出まして、
いいアドバイスも頂戴しましたので、今後参考にしていきたいと思っ
ております。
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それから先週の土曜日にPP会、いわゆるパスト会長の集まりがありまして、例年恒例
の新しい会長を激励しようという催しがありました。暑い中たくさんのパスト会長様に
お集まりいただきまして、たくさんの激励とアドバイスをいただき、非常に私と致しま
しては、有り難く、同時に非常にプレッシャーを感じました。また本当にパスト会長の
皆さんは、クラブの事を心配されて、いろいろ将来の事を考えていただいているんだなぁ
という事をひしひしと感じました。そこで私、皆さんその方々のご意向に添ってやって
いきたいなというのと同時に、お願いを致しました。

実は私事で恐縮ですが、私は子供を育てる仕事をしていますが、おじいちゃん、おば
あちゃんが出てくる敬老会がありましたら、必ず申し上げるのですが、皆さん方が育て
た息子さん娘さんが今子育てをしているのですよ。ですからおじいちゃん、おばあちゃ
ん、「あれはうちの嫁がやっている、うちの息子がやっている、口挟んだらややこしい
な、ニコニコして見ていたらいいわ」というふうなことになっていませんか？それはま
ずいですよと。自分たちが生み育てた子供が今子供たちを育てている、責任が全く無い
わけではないのですから、遠慮なくいろいろなことで対処方法からアドバイスをしてあ
げるのが、皆さん方の勤めではないですか、と自分の施設ではそうしたことを申し上げ
ています。

それと同じようなことを口幅ったいようですがPP会でも申し上げました。パスト会長
の方々も、やはり現役メンバーでありますので、是非我々他のメンバーにも、いろいろ
ないいアドバイスをご遠慮なくしていただくことをお願い致しまして、PP会の終りの私
の挨拶とさせていただきました。これは皆さん方にも聞いていただきまして、各委員会
でも様々な催し、会合などを進めておられると思いますが、これから遠慮なく皆さん方
お声がけいただき、もちろん私も声をかけさせていただきます。今私が申し上げた皆さ
ん方にも快くお出ましいただきますことをお願い致しまして、私の話とさせていただき
ます。有り難うございました。

奨学金授与および米山奨学生挨拶

◇ガルブシャ、プルナ プラサッド 君（帝塚山大学 在学）

皆さんこんにちは。少し前祇園祭りを体験できました。それについて少し話したいと
思います。大宮クラブ様のおかげで、浴衣を着て実際に体験できました。他の人が着て
いる姿を見て暑いと思っていましたら、実際着てみたら普通に涼しいと思いました。
普通に日常生活にも使える、必要な時だけでなく日常生活に着てもいいと思いました。
当日は暑かったので、ちょっとだけカウンセラーと回って終わりました。冨川さんに浴
衣を着た素敵な写真もいただきました。有り難うございました。またその浴衣を来月も
う一回使いたいと思っています。皆さんのおかげ様で、いろいろ実際の日本の文化を体
験できる機会を与えられています。本当に皆さん有り難うございます。
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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＞川端副委員長 ・ニコニコ報告
◇親睦活動委員会＞水野委員長 ・第1回家族親睦例会ご案内

（9月9日（日）奈良ホテル17：00～受付）
◇地区広報委員会＞髙野委員長 ・ロータリーダイニング2018の発行案内と

掲載のお願い

出席委員会
清岡委員長

親睦活動委員会
水野委員長

ニコニコ委員会
川端副委員長

地区広報委員会
髙野委員長

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

①県下ロータリークラブ親睦ゴルフ大会案内
2018年10月23日（火）
オークモントゴルフクラブ
火曜日ですが当クラブ例会は休会日です。

②新会員セミナーの案内
2018年10月20日（土）10：00～12：45
ＩＭの前 奈良国際フォーラム
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7月お誕生日・結婚記念日

卓 話 ◇講師紹介：プログラム委員会 鈴木委員長

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

人とコミュニケーションをとることは重要でありますが、正確に相手に自分の思いを
伝えることは難しいものです。人の第一印象は最初の6秒で決まるといわれ、メラビアン
の法則から、視覚による影響が最も大きなウエイトを持ちます。このことから、自分の
思いや相手に対して印象付けたい事を色（カラー）によって表現すること、例えば赤で
あれば攻めの姿勢、熱意、親しみやすさ、改革、青であれば冷静、信頼、落ち着きなど、
外見・内面の両面が相手に伝えることができ、コミュニケーションをスムーズに行うこ
とが可能となります。 （詳しくは動画をご覧ください）

★お誕生日★
・國原 正記 君

★結婚記念日★
・成田 和哉 君
・藤井 正勝 君
・大塩 栄作 君
・髙野 治 君
・谷川 千代則君
・増井 義久 君

乾杯
中嶌副会長
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地区行事参加報告

◇国際奉仕委員会 野﨑カウンセラー
米山奨学生のガルブジャ、プルナ プラサッド君と6月30日（土）に2018－19年度年次

総会＆新規奨学生歓迎会、7月７日（土）に奈良ブロック米山奨学生集会および懇親会、
7月14日（土）に米山奨学生京都祇園祭り体験会に参加しました。

◇職業奉仕委員会 多田委員長
2018年7月15日（日）行われた2650地区クラブ職業奉仕担当者

研修会がメルパルク京都において開催され、谷川幹事と委員長の
多田が出席しました。プログラムは、2部構成となっており、
第1部は、クラブ職業奉仕活動の実践事例発表が亀岡ＲＣ、水口
ＲＣ、福井北ＲＣから有りました。第2部は、2つの講話がありま
した。講話1は齋藤潤地区副委員長が「ＡＦシェルドンとロータ
リーの第2標語｣という演題で、講話2は中嶋健地区委員長から
「ＲＩにおける職業奉仕の現状～｢職業奉仕」はロータリーの根
幹か～」との演題でそれぞれ、講話をして頂きました。ＲＣにお
ける職業奉仕の歴史と現在の日本のロータリアンの抱く職業奉仕
の考え方と世界の職業奉仕の考え方に階差が生じしていることを
勉強してきました。

年次総会後の
リラックス風景

感激の日本の浴衣初体験 祇園祭体験



6 ●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 36,000円 累計 410,000円
武藤廣茂 君 先日のガバナー合同公式訪問につきましては、会員の皆様ご協力

ありがとうございました。ＰＰ会の皆様、貴重なアドバイス、
本当にありがとうございました。

大塩栄作 君 お誕生日のお祝いありがとうございます。
鈴木 譲 君 林 由恵さん。本日の卓話は本年度第1回目の卓話となりますので

よろしくお願いします。
髙野 治 君 誕生日のお祝い、ありがとうございます。
谷川千代則君 先週のガバナー公式訪問いろいろご協力いただきありがとう

ございました。林 由恵先生、本日の卓話よろしくお願いします。
藤井正勝 君 66才になりました。感謝！！
ニコニコ協力 奥田哲也 君 増井義久 君 南谷正仁 君

次 週 の 例 会 ２０１８年８月７日（火）

卓話：髙野 治会員 所属：奈良大宮ロータリークラブ
タイトル：ＭｙＲｏｔａｒｙのすゝめ

◆例会変更のお知らせ◆

2018年8月 ■橿原ロータリークラブ■
・８月３日(金)・・・例会場所変更
※ビジター受付：８月３日(金)１２：００～１２：３０

DAIWA ROYAL HOTEL THE KASHIHARAフロント横にて行います。

◇青少年奉仕委員会 門脇副委員長
7月22日（日）13：30～キャンパスプラザ京都に於いて開催の

青少年交換担当委員長会議に出席しました。「青少年交換の危機
管理」と「短期交換の手続き」についてのお話がありました。
危機管理については、学生の疾病や、昨今はドラッグの問題が発
生しており、いずれの場合も迅速な対応が必要であり、
①ゼロトレランス（如何なる違反も法規適用する）
②疑いなくGPS

G…ガバナー事務所に連絡、P…ポリス、S…セパレート、
といった対応をとることが重要であるとのことでした。

◇倉田副幹事
7月8日（日）京都文教学園に於いて開催されましたＲＬＩ研修

会パートⅠに出席しました。各クラブの具体的な取り組みをお聞
きでき、大変参考になりました。
パートⅡ、パートⅢと続きますが、引き続き参加し、ロータリー
についてより深く学び、クラブの活動に活かしたいと思います。


