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例会状況報告

第44回 6月25日
通算1927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 ４９名
◎本日欠席 ８名
◎本日出席率８５．９６％

第42回 6月11日
通算1925回の修正

◎欠席者 ３名
◎免除者の欠席者 ７名
◎欠席者の補填者 ４名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９４．９１％

例会プログラム

第1回7月2日
通算1928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．会長就任挨拶

幹事就任挨拶

８．幹事報告

９．閉会点鐘

例会終了後クラブ協議会

発行日 2019年7月2日
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■創 立：1979年1月23日
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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 の 時 間

◇武藤会長

皆さんこんばんは。いよいよ最終例会でございます。また後程ご挨
拶させていただきますが、本当にあっという間の一年間でございまし
た。私にはあっという間でございましたが、谷川幹事にはずいぶん長
い一年間であったのではないかなと思っております。本当にご苦労様
でございました。ご報告ですが、皆様方の状差しの中に2019年規定審
議会のクラブと地区に関連する重要な変更を入れさせております。も
ちろんこのとおりにしなくてはならないという事ではなく、変更する
べきは変更、自分のクラブに合った形で進める事も可能な部分もござ
いますので、また次年度に議論の対象にしていただければと思ってお
ります。また本日ガバナー賞が届きましたので、皆様方に回させてい
ただきます。話は変わりますが、大阪の方ではG20で高速道路が通行止
めになったり、学校が休みになったりと、様々な影響が出るのではな
いかということです。その点でいいますと奈良は少し助かったかなと
思いますが、G20 が本当に上手くいけばいいなと思っております。本
日は友愛例会ですので、ゆっくりとお寛ぎいただければと思っており
ます。有り難うございました。



2

委 員 会 報 告

◇ニコニコ委員会
國原委員長

・ニコニコ報告
本年度ニコニコ総額が
338万円になりました。
本当に沢山のご協力有
り難うございました。

◇出席委員会
清岡委員長

・出席報告

◇親睦活動委員会 成田委員

・本日例会終了後18：40よりこちらの会場で新入会員歓迎会を開
催致します。新入会員の方は岡﨑会員、森山会員です。例会終了
後一度会場をご退出いただき、再度ご入場いただきます。

◇未来計画特別委員会 髙野委員長

・本日「未来への提言」を皆様の状差しに入れさせていただきま
した。巻末に記しておりますが、会員の皆様から非常に多くの有
意義な情報とご意見をいただきましたこと、あらためまして感謝
申し上げます。また委員会の皆様にご協力いただきましたこと、
厚くお礼申し上げます。有り難うございました。

◇次年度インターアクト委員会 藤井委員長

・6月16日（日）インターアクト委員長会議が午前中に開催され、
午後は次年度のインターアクトクラブ会長・幹事の研修会がござ
いました。出席者は平田顧問と次年度会長をはじめ4名の生徒さ
んで、熱心に取り組んでおられました。

◇倉田次年度幹事

・7月2日(火)の第1例会に中窪ガバナー補佐の訪問がございます。
例会の時間を短縮し、例会終了後クラブ協議会を開催致します。
・第2例会は佐竹ガバナーの合同公式訪問ですが、7月10日（水）
ホテル日航奈良で開催、曜日と場所が通常と異なりますのでお間
違えのないようお願い致します。
・ガバナー公式訪問につきまして出欠表を回しております。出欠
のご記入をお願い致します。
・本日概況報告および7月の予定表を皆様の状差しに入れさせて
いただきました。
・ガバナー公式訪問の際、懇談会に出席予定の皆様には別途ご案
内を配布致しております。
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退 会 挨 拶

◇有井会員

一言お礼を申し上げたいと思います。私もチャ―タメンバーの一
人であり、非常に残念ではございますが、私だけではなく妻も最近
調子が悪く、しっかりと妻のサポートもしてまいりたいという思い
で、今回退会させていただくことに致しました。私は奈良県南部の
吉野郡で生まれ、18歳の時に奈良へ出てまいりまして、考えてみま
すと63年間走り通しの人間であったと思います。結婚致しまして50
年、ロータリー歴も40年、このあたりで地に足をつけたこともやり
たいという思いもあります。また名誉会員という大変有り難い称号
を頂戴致しまして、ロータリーも随分変わってきたという思いもあ

りますが、飯田先生、中井先生、松岡さんもおられますので、安心して見させていただ
こうと思っております。また私の思いは中條さんに申し伝えておきますのでご安心いた
だければと思います。本当に長い間有り難うございました。心よりお礼申し上げます。

◇岡 会員
本日当ホテルで株主総会がございまして、本日付で私は奈良ホテ

ルを退任することになり、それに伴いまして本日退会届を提出させ
ていただきました。今後は上本町にあります近鉄都ホテルズの本部
で勤務となります。奈良ホテルには丸5年、ロータリークラブにも5
年間在籍させていただきました。実際に参加させていただきました
のは今回が初めてでございまして、丁寧にご指導いただきましたこ
とに感謝申し上げます。毎週の例会に参加させていただきお話しを
お伺いすることで、仕事のストレスも薄れ、新たな仕事にも取り組
めたのではないかと思っております。今後ロータリーの精神を忘れ
ずに頑張ってまいりたいと思いますので、今後とも何卒よろしくお

願い致します。本当に有り難うございました。

退会記念品贈呈
武藤会長より有井会員

退会記念品贈呈
武藤会長より岡会員
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会 長 退 任 挨 拶

◇武藤会長

本当に何から申し上げたらいいのかと思うくらい色々思いはございます。お陰様を持
ちまして本日で私の年度が終わるという事で、ニコニコでは会長・幹事ご苦労様でした
と皆さん書いていただいておりますが、私の方から皆さん方に、本当にお付き合いどう
もお疲れ様でしたという気持ちでいっぱいでございます。日本人は昔から諦めと辛抱が
一番上手だということですが、奈良大宮クラブのメンバーも諦めと辛抱が非常に良い方
ばかりの集まりだったと、本当に感謝しております。本来でございましたら、大過なく
一年間過しましたと御礼を申し上げて終わるところですが、会長最後の挨拶がそれだけ
では大変申し訳ない、何が出来て何が出来なかったかという事を皆さん方にお伝えして
退任のご挨拶にしたいと思います。私はクラブ創立40周年の本当に名誉ある年度の会長
を務めさせて頂きました。概況報告の冒頭にも書かせていただきましたとおり、諸先輩
方が40年間本当に素晴らしい実績を残してこられました。ただ40年経ってまいりますと、
やはり世の中の流れも変わってまいりますし、人の心も変わってまいります。そこで一
度立ち止まって色々な所を見直したり、考え直したり、良い事は残して、変更しなけれ
ばならない所については変更していこうと申し上げ、「伝統を育み、未来を拓く」とい
うテーマにさせていただきました。失敗を恐れずに一歩前へ行こうというような事も申
し上げました。色々な事にチャレンジをさせていただき、皆様方から暖かいご支援を頂
きまして、一年間嫌な思いをするような事は一度もありませんでした。本当に有り難い
事だと感謝の気持ちでいっぱいでございます。

まず初めに、創立40周年の記念事業ですが、青少年育成のための二つ事業を行い、こ
れは40周年記念事業の委員会、有井さんが委員長として、副委員長の冨川さん、植村さ
ん、委員会の皆さんが中心になって進めていただきました。一つは「〇△□のふしぎ」
で、ならまちセンターに3000人を超えるような方々にお越しいただき、大きな成果があ
りました。もう一つはプロバスケットボールチームのバンビシャス奈良の選手の方々に
お見えいただき、中学生に教えるという事業で、本当にお陰様で立派にすることが出来
ました。また1月の記念式典も無事に終わることが出来ました。次にグローバル補助金を
使った海外の支援、ネパールのルンビニでの事業にチャレンジ致しました。これにつき
ましては残念ながらまだ結論が出ておらず、現在のところ本部とまだ手紙のやり取りを
しているという事で、次年度にこの結果が来ましたら一緒にやらせていただきたいとお
願いしております。次に中長期の戦略計画を立てるという事で、未来計画委員会で髙野
委員長を中心にやってまいりまして、本日皆様方のお手元に届ける事が出来ました。こ
の提言は決してクラブの行動を縛るというようなものではなく、先程も申し上げました
ように、一度立ち止まって現在を検証し、また未来に向かって色々と皆さんと考える機
会になればという事で作らせて頂きました。次に大きな事ですが、前年度からの引き継
ぎ事項でございましたインターアクトクラブの提唱です。これは本当に藤井直前会長が
一生懸命力を入れてやっていただき、時間的に私の年度で提唱することが出来たという
事です。立派なインターアクトクラブが出来、若い人達も頑張っておられますので、今
後しっかりと我々がサポートしていく必要があると思っております。次に公共イメージ
の向上という事で、ロータリーデーの開催や、ロータリーショーケースへの投稿も行い
ました。入会5年以内の会員の方がマイロータリーへの登録を100％していただいたこと
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もあり、皆さん方に回しておりますガバナー賞を頂戴することが出来ました。最後に災
害支援対策委員会の活用という事も謳っておりますが、私の年度は西日本の大洪水、大
阪北部地震など色々と災害があり、速やかにこの基金を使って地区にお送りする事が出
来ました。この資金の穴埋めをどのようにするかにつきましては、まだ決まっておりま
せんので、私の年度で残りました余剰金の一部を充てたいと思っております。
本年度の重点目標になぜ会員増強が入っていないのかというご意見があったのですが、

これは一丁目一番地ですので、あえて書かなかったと申し上げておりました。今年度入
会いただきました方は6名です。その中には私共クラブ初めての女性会員、親子会員もご
入会いただきました。一方で色々なご事情でお辞めになられ、先程もご挨拶いただきま
したように、チャーターメンバーの有井会員、ずっとお世話になっておりました奈良ホ
テルの岡会員の退会というような事もございまして、結果的には2名の純増となりました。
「会長の通信簿は増強何人出来たかだよ。」というような話を聞いておりまして、それ
でいいますと2名の増員は及第点だったのか落第点だったのか分かりませんが、以上申し
上げました事が一年間私の年度でやらせていただいた事、またやれなかった事でござい
ます。今後は私がパスト会長として、このクラブの中でどのような形で皆様方の下支え
が出来るのか、というような事を考えつつ過ごしていきたいと思います。本当に一年間
温かいご支援、ご協力を頂きまして、感謝の気持ちでいっぱいでございます。有り難う
ございました。

パスト会長徽章
次年度宮西副会長より武藤会長

幹 事 退 任 挨 拶

◇谷川幹事

本当に皆さん一年間有り難うございました。昨年幹事に就任致しました時、皆がまた
行きたくなるような楽しい例会、一週間に一回、ロータリアンの仲間と本当に楽しい時
間を過ごすという例会にしていきたいと、抱負としてお話ししたと思うのですが、少し
はできたのかなと思っております。また各委員長をはじめ会員の皆様に様々な面で助け
ていただきまして、自分だけでは何もできないことを改めて痛感致しております。本日
最終例会が無事迎えられまして、良かったと思っております。本当に有り難うございま
した。



6

幹事徽章継承
谷川幹事より倉田次年度幹事

パスト幹事徽章
倉田次年度幹事より谷川幹事

幹 事 報 告 ◇谷川幹事

・先日の家族親睦例会での
忘れ物案内

乾 杯 ◇中嶌副会長

本日は最終例会ですので難しいことは申し上げません。まずは有
井さん、40年間当クラブのために頑張っていただきまして有難うご
ざいます。幸い名誉会員をお引き受けいただいており、10年後の50
周年の実行委員長のポストを空けておりますので、できるだけ早く
お帰りいただきますようお願い致します。また本年度武藤会長、谷
川幹事、本当にお疲れ様でした。次年度は増井会長、倉田幹事です
が、皆様引き続きご協力いただきますよう何卒よろしくお願い致し
ます。乾杯！

ガバナー賞

・クラブ活性化部門
・公共イメージ

向上部門

新入会員歓迎会 ◇新入会員：岡﨑会員、森山会員
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ニコニコ箱 合計 155,000円 累計 3,382,000円
武藤廣茂 君 本日の例会で、本年度の例会は最終となります。無事に次年度 増井会

長へバトンタッチが出来る事を喜しく思っております。一年間、温かい
ご支援・ご協力本当にありがとうございました。感謝致します。

谷川千代則君 皆様 1年間大変お世話になりありがとうございました。
有井邦夫 君 ありがとう40年間
飯田二昭 君 一年間いろいろとお世話になり有難うございました。
潮田悦男 君 武藤会長、谷川幹事一年間、御苦労様でした。
北神徳明 君 武藤会長、谷川幹事 大変ごくろうさんでした
清岡義教 君 今年度1年間おつかれ様でした。出席委員長として委員の方々、RCの皆様

有難うございました。又、本日長女莉子の誕生日です。莉子誕生日おめ
でとう！

倉田智史 君 武藤会長、谷川幹事、役員の皆様、一年間大変お疲れ様でした。
河野里志 君 一年間ありがとうございました。
小西敏文 君 武藤会長、谷川幹事、理事、役員の皆様、一年間御苦労様でした。
佐川 肇 君 武藤会長、谷川幹事、1年間お世話になりました。
城田真平 君 本年度一年間ありがとうございました。
髙野 治 君 武藤会長、谷川幹事、１年間ご苦労様でした。
多田 実 君 武藤会長、谷川幹事、1年間ご苦労様でした。
中條章夫 君 武藤会長、谷川幹事、理事、役員のみなさま 一年間本当に御苦労さま

でした。これからゆっくりと休んでください。ニコニコ
中井一男 君 1年間御苦労様でした。創立40周年、すばらしい1年でした。ありがとう

御座いました。
中奥雅巳 君 一年間ありがとうございました。
中嶌 大 君 今年度皆様には大変お世話になりました。会長・幹事様お疲れ様でござ

いました。増井エレクト、次年度ご活躍下さい。
成田和哉 君 武藤会長、谷川幹事はじめ役員の皆様 大変おつかれ様でした。また水

野委員長、多田委員長、清岡委員長、ご指導ご鞭撻 誠にありがとうご
ざいました。

野﨑隆男 君 武藤会長、谷川幹事並びに、理事役員の皆様 一年間本当にありがとう
ございました。会員の皆様、先日の年度末家族例会に、十三屋をご利用
下さいまして誠にありがとうございました。

藤井正勝 君 武藤会長並びに谷川幹事、いよいよ最終例会になりましたね。ご苦労様
でした。ありがとうございます。

藤川保雄 君 本年度皆様にお世話になりました。次年度もよろしくお願いします。
水野憲治 君 本年度は大変御世話になりました。来年度もどうぞ宜しくお願い致しま

す。
宮西正伸 君 執行部の皆様、一年間有り難うございました。
山口尚紀 君 皆様 1年間おつかれさまでした。増強委員会として無事、純増できまし

たこと、大変うれしく思います。皆様、本当にありがとうございました。

ニコニコ協力 市田富久夫君 門脇伸幸 君 鈴木 譲 君 西村甲児 君
堀内眞治 君 森山憲克 君 矢追家麻呂君

國原正記 君 今年度、一年間おつかれ様でした。会員の皆様には、沢山のニコニコ協
力本当にありがとうございました。委員会の皆様におかれましては毎週
の担当ありがとうございました。いやらしいですが、本年度のニコニコ
総額338万円でした。ニコニコ。最後に本日、今年度沢山のニコニコあり
がとうございました。
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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

次 回 の 例 会 ２０１９年７月１０日（水）

ガバナー合同公式訪問（奈良大宮・奈良東）
◇場所：ホテル日航奈良 ◇集合17：00 記念撮影17：15
◇例会17：30～18：30

◆例会変更のお知らせ◆

2019年7月 ■橿原ロータリークラブ■
・7月5日(金)・・・ガバナー公式訪問（あすかRC、やまとまほろば

RCと合同）の為、日にち変更
日にち 7月4日(木)

※ビジター受付：7月5日(金)12:00～12:30まで、THE KASHIHARA
フロント横にて行います。

・7月19日(金)・・・休会（定款第8条第1節Cによる）
※ビジター受付：行いません

■やまと西和ロータリークラブ■
・7月16日(火)・・・例会場変更

場所 信貴山成福院
※ビジター受付：受付のみ12:15～12:45まで成福院にて行います。

・7月23日(火)・・・青少年交換学生送別例会の為、
例会日時・場所変更

日時 7月19日(金) 18:00～
場所 くいもの屋わん

※ビジター受付：7月23日(火)12:00～12:30まで まさごビル3Fにて
行います。

・7月30日(火)・・・休会
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。

■やまとまほろばロータリークラブ■
・7月11日(木)の例会より、例会場変更
（変更前）大和信用金庫１F→（変更後）桜井市まほろばセンター2F

住所 633-0091 奈良県桜井市桜井1259 エルト桜井2F
電話 0744-42-1973

■京都山城ロータリークラブ■
・7月24日(水)・・・新旧引継ぎ懇親会の為、時間場所変更

時間 18:00～
場所 醉月

※ビジター受付：12:00～12:30まで京都府立けいはんなホール1F
にて行います。


