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例会状況報告

第10回 9月18日
通算1893回

◎会員総数 ６２名
◎出席義務者 ４４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 ４３名
◎本日欠席 １５名
◎本日出席率７４．１３％

第8回 8月28日
通算1891回の修正

◎欠席者 １名
◎免除者の欠席者 １０名
◎欠席者の補填者 ８名
◎免除者の補填者 ３名
◎出席率 ９８．０７％

例会プログラム

第11回10月2日
通算1894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．委員会報告

８．幹事報告

９．新入会員卓話

宮坂 勝紀 会員

吉田 英正 会員

10. 閉会点鐘
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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

会 長 の 時 間

◇武藤会長

皆さん、こんばんは。昨日は敬老の日でございました。私共も小さ
な子供を扱う施設でございますので、敬老会などを行いますが、最近
のおじいちゃん、おばあちゃんは、敬老とついたら行きにくいと、非
常に抵抗を感じておられる方が多いようで、一部の園ではフルムーン
会だとか、ゴールデンジェネレーションの会などの呼び名にどんどん
なってきております。昨日新聞を見ておりますと、日本は世界で一番
の長寿国になったということで、あと20年位はこれを抜かれることは
ないだろうと書かれておりました。これは喜んでいいのか、ちょっと
考えないといけないのかと思っておりましたけども、確かに65才を超
える方が20％を超えたと言われておりますので、かなり長寿国になっ
てきたわけでございます。ちなみに皆さんご存知のシルバー川柳とい
うのがございまして、すこし笑えるようなものがありましたので、紹
介させていただきます。「朝起きて調子が良いから医者に行く」、
「ベンツから乗り換えたのは車椅子」、「靴下を立って履くのはE難度」、
「うまかった何を食べたか忘れたが」、すこし寂しいような話もあり
ましたが、私自身まだまだ元気で頑張っていきたいと思っております。

お 客 様 の ご 紹 介

・刀根荘兵衛 様（敦賀ロータリークラブ、パストガバナー）
・中谷裕二良 様（生駒ロータリークラブ、地区財団資金推進委員長）
・杉田 博 様（日本ロータリーEクラブ2650、ロータリー財団副委員長）
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委 員 会 報 告

◇出席委員会
清岡委員長

・出席報告

◇ニコニコ委員会
宮坂委員

・ニコニコ報告

◇社会奉仕委員会 森山委員長

9月21日（金）秋の交通安全市民決起大会が開催されます。
1：00に学園前ホールに集合、メークアップ対象となります。

◇親睦活動委員会 梅谷副委員長

先日の家族親睦例会には多くのご参加有り難うございました。
残り3回も何卒よろしくお願いいたします。また9月25日（火）
柳生カントリークラブに於いて、第1回親睦ゴルフコンペが開催
されます。8：30分集合ですのでよろしくお願いいたします。

◇雑誌・広報委員会 野末委員長
「ロータリーの友」読みどころ案内

前後とも子供の貧困問題から始まっております。横組みのＰ22
～希望の風奨学金について、Ｐ33～日本のロータリー100周年に
ついて、Ｐ34～35に米山記念奨学事業の基礎知識が解りやすく載っ
ております。縦組ではＰ13の京都嵯峨野クラブ、Ｐ25の福井南ク
ラブ、Ｐ28の京都洛中クラブ、Ｐ30のＥクラブ2650など、興味深
い事業が載っております。

◇インターアクト委員会 弓場委員長

インターアクトクラブ創立総会が、10月8日（月）午後2時より、
奈良女子大学付属中等教育学校多目的ホールにて開催されます。
お一人でも多くのご出席をお願いいたします。

幹 事 報 告

◇谷川幹事 ・西日本豪雨災害募金のお願い

・10月月間スケジュールの確認

・国際大会出欠確認の回覧



3

卓 話

卓話講師：刀根荘兵衛パストガバナー（敦賀ＲＣ）
タイトル：「クラブ戦略計画の意義と実践」

私がガバナーであった年度の最初と最後のガバナー月信において、何故ロータリーに
入会したのか？何故ロータリーを続けるのか？という問いを出しました。答えは、ロー
タリー運動の目的が実は人生の目的そのものだと考えました。もちろん正解とは言い切
れませんが、京セラの稲森氏は「人生の目的は、心を高め、魂を磨くことだ。そのため
には、利他の心を養わなければならない。」と言われました。私もそう思いました。ま
さに、ロータリー運動の奉仕理念の実践こそが人生の目的であって、これを続けること
で自分の人生の運命も変えることができる、ということではないでしょうか。ロータリー
の目的（綱領）に、意義ある事業の基礎として、奉仕の理想を奨励し、これを育むこと
にあると掲げられております。纏めれば、ロータリーの奉仕理念を個人の生活、自分の
事業・職業、そして地域社会、国際社会で奨励育成するとなり、奉仕理念を生活全般に
適用するということになっております。ここにいう奉仕の理想とは、Service Above Sel
fであり、チェスリー・ペリー（ロータリーの初代事務総長）が「他人のことを思いやり、
他人のために尽くす」とおっしゃっています。これが一番解りやすいと思います。また、
東京東ロータリークラブの佐藤パストガバナーによれば、「奉仕の理想とは高度な哲学
や宗教から出発したものではなく、人が本来持っている、他人の役に立ちたいという心
を発掘して育てることがロータリーの原点であり生命力だ。」とおっしゃっています。
ウィリアム・ロビンスさんは「ロータリーの大事な仕事は人を創ることだ」とおっしゃっ
ています。さらに、「ロータリークラブの真価は、いかほどの金銭を集めたかではなく、
どれだけのロータリアンの人創りをしたかにある。」と言われています。より良い人は
より良い世界を創る。そのためにロータリーのクラブは人を創るための活力ある組織で
なくてはならないと思います。ここ数年会員数はわずかに減少し、年齢も高齢化してお
ります。伝統ある各国の名門ロータリークラブにおいても会員数が激減しているところ
も少なくありません。ここにきてロータリーも大きな曲がり角に来ているのではないか
と言われています。これからの100年を迎えるにあたって、ロータリーの本来の目的を達
成するためにクラブは活性化する必要があります。そのためにＲＩから出されたものが
ＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）です。そのＣＬＰの1丁目1番地が長期戦略
計画を立てることです。そして、奉仕活動への全員参加、意思決定の際の全員のコンセ
ンサス、連続性の促進、将来のリーダーの育成、運営の機能化・簡素化というこの6つの
ことがＣＬＰの基本的な考え方です。その重要な長期戦略計画の立て方ですが、まず現
状認識が必要です。そのためには満足度調査やアンケート調査、ヒアリングなどをして
会員からクラブの課題を聞きます。そのうえで2番目に我々のクラブの理想像は何か、ど
ういう魅力があるのかをみんなで話し合い纏める。所謂ビジョンを纏めるわけです。
3番目にそのビジョンに沿ったクラブの改革の目標・計画を立てていくというのが基本で
す。元気なクラブづくりは現状認識を踏まえてクラブのビジョンを磨くことから始まる
ということです。問題だらけの現状から理想のクラブ像にどうやって上げていくか、そ
のギャップを埋めるための例会や奉仕活動、あるいはクラブの魅力を創るための自己研
鑽・学習というものが必要ではないのかなど、これを創るのがクラブの戦略計画という
ことです。クラブの魅力を考えるヒントとして、これまではロータリーは人道的奉仕
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団体だと言われていました。しかし、最近は専門職・事業主（リーダー）の集まりなの
だという概念を大事にしたいということも言われています。ゆえにこれらの2つを両立す
るようなビジョンであることが大切かなと思います。自己を成長させる、心を磨く、そ
ういう場であるロータリークラブで職業上のメリットを感じるような、自分の事業が発
展することが感じられるような、ロータリーのあり方を皆さんで考えてビジョンづくり
をしていくことが良いかと思っております。（詳細は動画をご覧ください。）

秋の交通安全運動市民決起大会

秋の交通安全運動市民決起大会が9月21日（金）午後1：30より学園前ホールで開催さ
れました。國原会員が運営されます、こだま保育園の園児たちの太鼓を使った演技と
ダンスの披露、交通安全宣言もありました。

第1回親睦ゴルフコンペ

2018年9月25日 奈良柳生カントリークラブにおいて、第1回親睦ゴルフコンペが行われま
した。14名の参加で、結果は、

シニア優勝：小林 一士 ジュニア優勝：中奥 雅巳 総合優勝：中奥 雅巳
前年度藤井杯取切戦優勝：小林 一士 でした。

武藤年度の優勝カップは、バカラのワインデキャンタグラスです。

総合優勝：中奥 雅巳
武藤会長より優勝カップ贈呈
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地区行事参加報告

◇倉田副幹事

9月2日（日）京都文教学園に於いて開催されましたRLIパート
Ⅱ研修会に出席しました。今回2度目の参加となりましたが、前
回よりもさらに各クラブとの情報交換ができ、大変有意義な研修
会でした。

◆例会変更のお知らせ◆

2018年10月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・10月２日(火)・・・ガバナー合同公式訪問の為、日時場所変更

日時 平成30年10月3日（水）12時～
場所 リバーサイドホテル

※ビジター受付：10月2日（火）まさごビル１F 12時～12時30分まで
行います。

・10月9日（火）・・・休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

・10月16日（火）・・・IMの為、日時場所変更
日時 10月20日（土）13時～
場所 奈良春日野国際フォーラム甍～I.RA.KA～

※ビジター受付：10月16日（火）まさごビル１F 12時～12時30分まで
行います。

・10月23日（火）・・・奈良県下親睦ゴルフ大会の為、時間場所変更
場所 オークモントゴルフクラブ
時間 AM7時～

※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

・10月30日（火）・・・基隆東南扶輸社歓迎例会の為、日時場所変更
日時 10月21日（日） 午後6時～
場所 大阪 中華料理「琨 泰」

※ビジター受付：10月30日（火）まさごビル3F 12時～12時30分まで
行います。

■京都山城ロータリークラブ■
・10月3日（水）・・・日にち場所変更

日時 10月6日（土）
場所 山城森林公園

※ビジター受付：10月3日（水）12時～12時30分まで、
京都府立けいはんなホール1Fにて行います。

■五條ロータリークラブ■
・10月3日（水）・・・ガバナー公式訪問の為、時間場所変更

時間 同日12時～
場所 リバーサイドホテル

※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

・10月10日（水）・・・休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。
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次 回 の 例 会 ２０１８年１０月９日（火）

卓話：米山奨学生 ガルブジャ、プルナ プラサッド 君

●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

◆例会変更のお知らせ◆

2018年10月 ■奈良ロータリークラブ■
・10月18日（木）・・・奈良大宮RCとの合同の為、時間変更

時間 17時30分～18時45分
※ビジター受付：10月18日（木）12時～12時30分まで奈良ホテルにて

行います。

■大和高田ロータリークラブ■
・10月23日(火)・・・休会（定款第6条第1節⒞適用）
※ビジター受付：受付は行いません。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・10月25日（木）・・・あすかRCと橿原RCとのガバナー公式訪問の為、

時間場所変更
時間 11時45分～
場所 THE KASHIHARA

※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

2018年11月 ■やまとまほろばロータリークラブ■
・11月1日（木）・・・休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

・11月22日（木）・・・休会（定款細則第8条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

ニコニコ箱 合計 65,000円 累計 752,000円

刀根荘兵衛様（敦賀ロータリークラブ、パストガバナー）ニコニコ協力
中谷裕二良様（生駒ロータリークラブ、地区財団資金推進委員長）

皆々様、本日はおじゃまします。
武藤廣茂 君 刀根パストガバナー様、本日は、遠路の所、ご来訪ありがとうござい

ます。本日の卓話楽しみにしております。
谷川千代則君 刀根パストガバナー 本日の卓話よろしくお願いいたします。
北河原公敬君 本日は刀根パストガバナー、ご遠方から当クラブの例会にご来訪下さり

ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。
飯田二昭 君 結婚記念日のお祝 有難うございました。52年間の無事に感謝。
清岡義教 君 前回の親睦例会 出席できず申し訳ありませんでした。
髙野 治 君 刀根パストガバナー 本日は遠路はるばるお越しくださり、誠に有難う

ございます。
冨川 悟 君 刀根パストガバナー ようこそ 本日卓話ありがとうございます。
中嶌 大 君 家族親睦会 所要で欠席しました ゴメンなさい 増井さんありがとう

ございます。今後もよろしくお願いします。
藤井正勝 君 刀根PGをお迎して
堀内眞治 君 刀根パストガバナー 本日は卓話よろしくお願いします。
吉田英正 君 はじめまして。初ニコニコです。宜しくお願いします。
ニコニコ協力 市田富久夫君 奥田哲也 君 國原正記 君 中村信清 君

西村甲児 君 森山斗福 君 山口尚紀 君


