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例会状況報告

第42回 6月11日
通算1925回

◎会員総数 ６６名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２０名
◎本日出席 ５２名
◎本日欠席 ７名
◎本日出席率８８．１３％

第40回 5月21日
通算1923回の修正

◎欠席者 ３名
◎免除者の欠席者 ５名
◎欠席者の補填者 １０名
◎免除者の補填者 ５名
◎出席率 ９５．０８％

例会プログラム

第43回6月16日
通算1926回

家族親睦例会

１．握手・挨拶

２．開会の点鐘

３．ソング

４．会長挨拶

５．委員会報告

６．閉会の点鐘
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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 挨 拶

◇武藤会長

皆さんこんばんは。5月30日～6月8日まで、RIの国際大会に参加して
まいりました。当クラブからはご夫人も含めまして9名の参加でござい
ました。国際大会の開会式が2回ございまして、午前と午後に分けてあ
り、合計24,000人位の参加だとお聞きしております。当地区からは150
名の参加、その内75名は奈良県下のロータリアンでございました。大
会の前夜祭には地区ナイトがございまして、こちらにも135名余りの方
がご出席、皆さんお顔見知りの方ばかりでございますので、十分に懇
親を図らせていただきました。大会ではフラッグセレモニーといいま
して、各国のフラッグをまず一同に持って歩く、これは数が多いもの
ですから、かなり時間がかかりました。 初にバリー・ラシン会長の
ご挨拶があり、その後マーク・ダニエル・マローニー会長エレクトの
お話がありまして、英語で話されますから我々も内容は十分に把握し
ておりませんが、お話の仕方といいますか、パフォーマンスといいま
すか、紙を持って話されるわけでもなく、堂々とジョークを交えなが
ら非常にゆったりと話され、本当に西洋の方といいますのはお話がお
上手ですね。それを見ているだけでも十分に価値があったと思います。

お 客 様 の ご 紹 介

・前薗 美彩子 様（奈良ヤクルト販売㈱）
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委 員 会 報 告

その後はエクスカーションになりますが、ライン下りをしまして、 終的にはミュンヘ
ンからドイツを離れましたが、毎日のようにお酒の強い方が同行され、ビールやワイン
をずっと飲んでおりまして、楽しく旅行させていただきました。ミュンヘンを離れます
時に、孫へのお土産を買って帰り、孫に渡しましたら、うちの嫁が「お父さん、これ日
本製品ですけど」と言われ、よく見ましたら日本製と書いてありました。とんでもない
物をドイツまで行って買ってきたというようなことでしたが、そんなことをしながら無
事に帰ってまいりましたことを皆さん方にご報告させていただききます。

本日は本年度 終の理事会がございまして、報告事項と審議事項をご報告させていた
だきます。報告事項ですが、インターアクトクラブの夏期研修につきまして生徒さん2名
が出席されます。次にRI2019年度規定審議会の決定事項につきまして、立法案117件中、
47件が採択され、55件が否決、残り15件が審議されずに撤回になりました。審議事項で
ございますが、40周年記念事業の決算、第3回家族親睦例会の決算が承認されました。ま
た残念ですが退会者の件でございます。有井会員ですが、ご本人のお体の具合が悪いと
かねてよりお聞きしておりましたが、今回出されました内容にきましては、ご家族のお
体の具合が悪くご家族と一緒に過ごす時間を多くとりたいとのことで、退会させていた
だきたい、また条件が許すようなことになれば、ロータリーに戻りたいというようなお
話がございました。理事会ではやむを得ないということで承認致しました。有井会員は
チャーターメンバー、北河原ガバナー年度の地区幹事長と、非常に我々クラブにとりま
してご尽力を賜った方ですので、6月末で退会され7月からは名誉会員ということで理事
全員異議なく承認されました。本日の報告は以上でございます。有り難うございました。

◇ニコニコ委員会
鎌倉委員

・ニコニコ報告

◇出席委員会
城田委員

・出席報告

◇雑誌・広報委員会 野末委員長

・ロータリーの友読みどころ
縦組み冒頭のサッカーで見る世界観、日本初のプロサッカー選手
の奥寺さんの記事、P16の患者さんを「様呼び」するのはおかし
いですというロータリアンの投稿、P19の無戸籍問題についての
特集などが興味深い内容となっております。横組みではP7より、
印象に残るロータリーのつくり方、クラブ広報力の特集が組まれ
ており、具体的な広報の方法やツールが紹介されております。
また2019年規定審議会の概要がP16から載っております。

◇親睦活動委員会 水野委員長

・6月14日・15日の親睦ゴルフ、6月14日の第4回家族例会のご案
内をご出席の皆様の状差しに配布致しております。家族親睦例会
の近鉄学園前駅からの出発時間ですが、11：30から11：15に変更
致しましたのでご確認の程お願い致します。
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幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・6月16日（日）家族親睦例会開催にあたり6月18日（火）の例会は
ございません。

・次年度の委員会構成表を状差しに配布致しておりますのでご確認
をお願いします。

RYLA参加報告

◇前薗 美彩子 様

私は今回のRYLAを受講させていただく前に、リーダーシップとは
何かと考えました時、漠然と団体や組織の中で立場が上の人や、全
体に指示を出す立場の人に関係のあることで、私自身がリーダーシッ
プを意識することはまだ先のことであろうと考えておりました。し
かし今回の研修で、講師の先生から、その時々や場面で求められる
リーダーシップは変わってくると教わりました。研修では年齢、職
業、出身、立場などが異なる初対面の人たちが班ごとに分かれ、研
修の3日間で一つのテーマを決め、発表方法を考え、 終日に発表し

ました。私の班では発表内容の原稿や資料を作成する時、班の全員が積極的に行動し、
それぞれの得意分野で力を発揮、苦手な部分はお互いに補うことで、一つの発表を完成
させました。発表内容について意見を求める時や、資料を作成する時などで一人ひとり
がリーダーシップを発揮していると感じました。私は今回の研修を通して、年齢や立場
に関わらず自分自身がおかれている状況を理解して、積極的に考えて行動することでは
じめてリーダーシップが生まれるのだと感じました。今回このような研修の機会をいた
だきまして有り難うございました。

各委員会年間報告

◇会員組織常任委員会 増井委員長
本年度は40周年の事業を開催していただきまして、無事成

功したと思います。また本年度会長方針の「伝統を育み、未
来を拓く」も会員の皆様に浸透したと感じております。
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◇会員選考委員会 中條委員長
10名の会員増強の目標のところ6名のご入会、退会が3名で

純増は3名ですが、今の時代によく頑張っていただいたと感
じております。

◇会員増強委員会 山口委員長
増強10名と大きな目標を皆様に申し上げましたところ、皆

様に非常にご協力いただき6名の方にご入会いただけました。
その中で当クラブ初の女性会員、また初めての親子会員がお
られ、素晴らしい年になったと思います。これもすべて皆様
のお陰様で、本当に有り難うございました。

◇職業分類委員会 平野委員長
前期は2名のご入会があり、社会保険労務士という新しい

職業分類を作り、後期は4名のご入会で、介護事業という職
業分類を新しく作りました。また2名の会員に職業分類の変
更があり、各々変更致しました。

◇ロータリー情報委員会・クラブ研修リーダー 井上委員長
後期には3名の新入会員オリエンテーションを致しました。

新入会員のロータリー活動は各先輩方のご協力をお願いした
いと思います。また新入会員の皆様は、石の上にも三年と言
われますが、 低5年位は在籍されませんと、ロータリーの
良さも解っていただけないと思いますのでよろしくお願い致
します。本年度のRLI研修会には、副幹事の倉田さんがパー
トⅠからパートⅢまで無事に修了されました。当クラブをリー
ドされていく方、会長・幹事候補者の方々には是非とも参加
していただきたいと思います。

◇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
本年度は40周年記念事業を迎えまして、年度当初に委員会

の予算を出来るだけそちらに集中しようと決めました。お陰
様で無事に周年事業も終わりましたが、各委員会も様々な企
画をいただき、出来る限り予算のかからない事業を行ってい
ただきました。私は青少年委員長でもありますが、記念事業
の「○△□のふしぎ」バスケットボール研修会など、非常に
沢山の方々にお越しいただき、成功裏に終えましたこと大変
有り難く思っております。
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◇職業奉仕委員会 多田委員長
前期は周年事業に集中し、後期には「よろず相談」を実施

致しました。沢山の会員の皆様にご参加いただき有り難うご
ざいました。年当初、職場訪問と致しまして裁判所の見学を
企画しておりましたが、今年で裁判員制度10年目ということ
で、裁判所も忙しく、日程調整がうまく出来ず開催できませ
んでしたことをお詫び致します。

◇社会奉仕委員会 森山委員長
本年度は12月5日に年末交通安全啓発活動を行い、会員18

名、市民の皆様30名が参加されました。また1月24日から27
日までの4日間、献血運動を実施致しました。会員36名、市
民の皆様198名と大きな成果がありまして、赤十字血液セン
ターから、次年度も是非ご検討いただきたいとお願いされて
おります。

◇国際奉仕委員会 市田委員長
先日の国際大会に9名の方にご参加いただきました。本年

度国際奉仕活動の重点項目、創立40周年記念事業の一つとも
なりますグローバル補助金事業につきましては、ネパールの
ルンビニに訪問致しました以降に補助金申請を致しまして、
現在結果待ちという状態です。

◇ロータリー財団常任委員会 福本委員長
財団は寄付と補助金の活用が車の両輪ということに基づき

活動致しました。前期は10月にポリオ撲滅活動基金に募金協
力、11月のロータリー財団月間には年次寄付にご協力いただ
き、後期はグローバル補助金事業への協力ということで、ま
だ 終決定はされておりませんが、出来ましたら今年度中に
結果が出るようにと思っております。

◇クラブ広報常任委員会 藤井委員長
1年間いいメンバーに恵まれたと思っております。詳しい

ことは両委員長からご報告いただきますが、会員の皆様のご
協力有り難うございました。

◇雑誌・広報委員会 野末委員長
「ロータリーの友読みどころ」は12回行いました。またマ

イロータリーへの登録ですが、髙野地区広報委員長のご協力
もありまして、入会5年以内の会員につきましては100％登録
が出来ました。引き続き新たな方の登録とご活用をいただけ
ればと思っております。また40周年記念事業関係のマスコミ
への事前告知につきましても比較的よく出来まして、取材に
もお越しいただけました。ロータリーの友への記事の掲載に
つきましては、本年度出来ませんでしたが、次年度以降頑張っ
ていただければと思っております。
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◇会報・ＩＴ委員会 宮西委員長
本年度は会長・幹事をはじめ、クラブをより盛り上げるた

めに会報・IT委員会として何が出来るのかをまず検討致しま
して、クラブが明るく積極的に活動していることをより内外
に伝えることが必要であると考えました。そのために会員の
皆様の活動を出来るだけ詳細に伝え、写真も多く使用し、地
区行事に参加された方のレポートなども記載致しました。ま
たホームページ上では奉仕事業の掲載、出来事を会報と連動
させ、事業の振り返えりや外部の方からも見やすく致しまし
た。会員の皆様、委員会メンバー全員のご協力で当初の目標
は達成できたと感じております。

◇クラブ管理運営常任委員会 中嶌委員長
ニコニコ委員会につきましては、目標を上回り現在300万

円を超えまして、これも委員長のお人柄かと思っております。
親睦活動委員会につきましては、次回を含めて4回の家族親
睦例会となりますが、何のトラブルもなく、きめ細やかなご
配慮をいただき良かったと思っております。プログラム委員
会は、委員長がロータリー経験はさほど長くないにもかかわ
らず、非常に実のある卓話で、いい講師をお招きいただき本
当に良かったと思っております。出席委員会につきましても、
委員長をはじめ皆様よく頑張っていただいたと思っておりま
す。ソング委員会では季節感のあるソングをお選びいただい
たと思います。

◇ニコニコ委員会 國原委員長
まず本年度沢山のニコニコ協力をいただきまして有り難う

ございました。40周年記念式典もあって多くのご協力をいた
だき、本日で310万5千円となっております。残すところ家族
親睦例会と 終例会となりますが、 後までご協力の程お願
い致します。また途中から新入会員の方もメンバーに加わっ
ていただき、よく頑張っていただけたと思います。皆様のご
協力と委員会メンバーに深く感謝致しております。

◇親睦活動委員会 水野委員長
家族親睦例会は1回目がフォークソング、2回目はミステリー

イベント、3回目は宝塚歌劇、4回目が落語となっておりまし
て、 後まで無事に行いたいと思っております。また 終例
会の25日に新入会員歓迎会を予定致しております。親睦ゴル
フにつきましても今月の14日、15日に開催致します。友好・
姉妹クラブは、40周年のエクスカーション開催と東京恵比寿
クラブを訪問致しました。6月でございますが当委員会はま
だ事業が残っております。委員会メンバーに恵まれ、ここま
で活動してまいりましたが、 後まで皆様に喜んでいただけ
ますよう頑張りたいと思います。

◇プログラム委員会 鈴木委員長
当委員会では委員会メンバー、会員の皆様にご協力をいただ
きまして、1年間穴を空けることなく、卓話の先生をお願い
できましたことに何より安堵しております。ただ何名かの新
入会員卓話が今年度中に行えず、次年度になってしまいます
のが多少心残りではございますが、まずは1年間無事に終え
られましたことに感謝致しております。
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◇出席委員会 清岡委員長
本年度は100％出席例会が5回ございまして、有り難うござ

いました。引き続きよろしくお願い致します。例会での出席
報告を行いますのも大きな担いですが、今年度の委員会メン
バー、途中からご入会のメンバーも積極的にご報告いただき、
大変助かりました。ご協力有り難うございました。

◇ソング委員会 河野委員長
通年どおり第1例会では国歌、第3例会では季節感のあるソ

ング、家族親睦例会では坂本 九さんの歌謡曲など、会員の
皆様には大きな声でご唱歌いただき、和やかな雰囲気となり
ました。1年間有り難うございました。

◇未来計画特別委員会 髙野委員長
今年度は40周年ということで、7月・8月には大きな事業が

ありまして、実質的に委員会としての活動は、9月に刀根パス
トガバナーにお越しいただき、お話しをいただきましたこと
に始まりました。年間の計画と致しましては、まず学ぶとい
うこと、アンケートなどにより分析するということ、 後は
それに基づいて立案するということでした。１年を通じて特
に重要視しましたのが、多くの会員の皆様から様々なご意見
や情報をいただき、共に考えるということでした。今年度の

情報集会の内3回は未来計画のためにテーマを絞っていただき、また2回のアンケート、
2回のクラブ協議会を開催させていただき、私の目標としておりました多くの会員の方
からご意見、情報をいただくことが出来まして、この場をお借りしまして皆様方に御
礼申し上げたいと思います。現在委員会メンバーと 終の仕上げにかかっております。
しっかりとしたものを完成させていただき、皆様にお届けしたいと思っております。

◇インターアクト委員会 弓場委員長
昨年10月8日のインターアクトクラブ創立総会、12月16日に

は認証状伝達式と2つの大きな式典がございまして、その間に
も2650地区のインターアクトの地区大会があり、参加させて
いただきました。その場でもメンバーが初めてのことで委縮
してしまうのではないかと心配しておりましたが、活発に先
輩メンバーに混ざってご活躍いただきました。認証状伝達式
の時点では8名のメンバーでしたが、次年度は4年生、5年生が
それぞれ9名、10名加わっていただきまして、チャ―タメンバー

の8名も卒業までは在籍いただき、オブザーブいただけるということで、トータル27名
と1クラスに匹敵するようなメンバー数となりました。先日の例会では点鐘など先輩か
ら後輩に指導され、とにかく明るく前向きな素晴らしい生徒さん、メンバーにお集ま
りいただいたといいますのが率直な感想です。先日の例会で平田先生も卓話いただき
ましたが、失敗することを恐れず、自分たちで考え、自分たちで決定し行動するとい
う校風のもと、彼らもそれを実践され、これからの活動が楽しみです。新しいメンバー
もロータリークラブに憧れを持っていただいております。その気持ちを大切にしてい
きたいと考えておりますし、私たちのクラブとともにますます成長していきたいと思
います。私は2年間に亘りましてインターアクトクラブに関わらせていただき、生みの
苦しみと言われますが、その分大きく育っていただきたいと心から願っております。
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●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 鎌倉美知子 岡﨑真人

webmaster/宮西正伸

ニコニコ箱 合計 53,000円 累計 3,105,000円

武藤廣茂 君 先日、ハンブルグで行われました、国際大会に参加致しました。
前夜の地区ナイトでは、中川ガバナー始め地区の皆様と懇親をはかりま
した。ご一緒頂いた皆様、大変お世話になりました。

谷川千代則君 国際大会同行して頂いた皆様お世話になりありがとうございました。
増井義久 君 連続欠席のお詫び
野﨑隆男 君 ロータリー国際大会に夫婦で参加させて頂きました！武藤会長、

谷川幹事、小西さん、潮田さん、森山さん、お疲れ様でした。
宮西正伸 君 いよいよ今期 終月となりました。執行部の皆様有難うございました。
森山斗福 君 武藤会長、小西さん、潮田さん、谷川さん、野﨑さん、ドイツの世界大

会ではお世話になりました。
弓場裕史 君 結婚記念日にクラブより素敵なお花をいただき、ありがとうございま

した。30周年を迎えさせていただきました。日々感謝です！

ニコニコ協力 市田富久夫君 川端 昇 君 國原正記 君 河野里志 君
中村信清 君 野末勝宏 君 南谷正仁 君 宮坂勝紀 君
矢追家麻呂君 山口尚紀 君

２０１９年６月１８日（火）は休会です。（例会振替）

次 回 の 例 会 ２０１９年６月２５日（火）

友愛例会

◆例会変更のお知らせ◆

2019年7月 ■やまとまほろばロータリークラブ■
・7月4日(木)・・・あすかRC・橿原RCとのガバナー合同公式訪問

の為、会場変更
時間 12：30～13：30
会場 THE KASHIHARA

※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

・7月18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。

◇まとめ 武藤会長
以上をもちまして各委員会の年間報告は終わりでござ

いますが、本当に各委員会の皆様方、目標とされておら
れましたことをすべて達成いただきまして、会員の皆様
のご協力も沢山あったということで、大変喜んでおりま
す。本当に有り難うございました。


