
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 
 

 
 

第 3099回例会報告書 
2021（令和3）年10月22日 

司会        副SAA・安永吉伸会員 

Ｒ.song        我ら日本のロータリアン 

ソング･リーダー   関 將之会員 

 

 

卓話講師：JWマリオット・ホテル奈良 巽  崇氏 

新入予定会員 上田充希氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本日卓話担当です。よろしくお願い致します。 

････････････安永吉伸会員 

◎オリエンテーションでしゃべらせてもらいました。 

････････････福井良盟会員 

◎甘橿会ゴルフコンペで優勝致しました。 

････････････中川一郎会員 

◎甘橿会ゴルフコンペで2位になりました。 

････････････平田博也会員 

◎甘橿会ゴルフコンペで3位になりました。 

････････････山川 賢会員 

◎誕生日お祝い   小山 修会員（10/22） 

◎結婚記念日お祝い 豊田博樹会員（10/4） 

◎入会お祝い    島田昌則会員（1年） 

 

 

 

（代理：米田常彦副会長） 

○本日は森川会長が所用のためご欠席で、本来であれ

ば森川会長の代理を務められる辻田副会長も所用

のためご欠席とのことで、今年度森川会長、河村幹

事のサポートという形で副会長をさせて頂いてい 

 

 

 

 

 

 

 

る私 米田が代わりにご挨拶をさせて頂くのでよ

ろしくお願いしたい。5 年ぶりに点鐘をさせて頂い

たが、如何でしたでしょうか。 

○本日は例会前に新入会員オリエンテーションを行っ

た。先ほどご紹介させて頂いた上田充希氏、オリエ

ンテーションの後、所用で例会はご欠席された今西

哲哉氏の2名にご参加頂き、講師の福井会員のもと

行わせて頂いた。今年度は8月に中井美和会員、10

月に辻村敦史会員、中垣内多美会員、西野光泰会員、

原田杏子会員、森 範子会員の 5 名にご入会頂き、

本日オリエンテーションを行った上田氏、今西氏は

11 月からのご入会で、11 月 12 日に入会式を行う。

よって今年度が始まって8名の方にご入会頂き、森

川会長のご尽力で会員数60名も目前となった。 

  私は当クラブが 60 周年を迎えた 2016-17 年度に

会長をさせて頂いたが、今年度は 65 周年を迎える

ということで、森川会長は会員数を 65 名まで増や

すと仰っている。会員増強は皆様のお力をお借りし

なければできないことなので、是非ともお知り合い

の方で入会候補となる方がいらっしゃったら、吉川

会員増強委員長にお知らせ頂ければ会員数 70 名も

達成できるのではないかと思うのでよろしくお願

いしたい。 

○本日の奈良新聞に掲載された記事を皆様にポスティ

ングしている。奈良県立医科大学附属病院にテレビ、

掛け時計、マスクを寄贈した贈呈式の様子が掲載さ

れているのでご覧頂きたい。森川会長、河村幹事に

は 7 月に年度が始まってから頑張って頂いている。

例会場もいっぱいになり、手狭になってきたので、

来月からは広いお部屋での開催となるのでよろし

くお願いしたい。 

○ちなみに、本日の日本経済新聞 全国版に一面でロ

ータリー100 周年の広告が掲載されている。こちら

もご覧頂き、新入会員の方には、今年度森川会長の

勢いと共に一生懸命精進して頂ければと思うので

よろしくお願いしたい。 

 

ＫＡＳＨ ＩＨＡＲＡ 
ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ 
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事務局（例会場） 
橿原市久米町 652-2 THE KASHIHARA 4F 

TEL/0744-28-2801（直通） 
FAX/0744-28-2802 
E-mail/krc@jeans.ocn.ne.jp 

TEL/0744-28-6636(ホテル) 

例会日 
金 曜 日 
12 時 30 分～13時 30 分 
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四つのテスト ①真実かどうか ②みんなに公平か ③好意と友情を深めるか ④みんなのためになるかどうか 

ニ コ ニ コ 箱 

出 席 報 告 

会 長 挨 拶 

会員57名 

(10/22)        出席者45名  出席率84.91％ 

(補正なし) 

ゲ ス ト 

１１月は、「ロータリー財団月間」（Ｒｏｔａｒｙ  Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｍｏｎｔｈ）です。 
 

 
 

 



 

△9月誕生日 

吉村輝高会員（9/2）  菅生康清会員（9/13） 

△10月誕生日 

小山 修会員（10/22） 密門裕範会員（10/21） 

△9月結婚記念日 

 矢吹吉男会員（9/9）  松本好清会員（9/24） 

△10月結婚記念日 

 井上輝好会員（10/21） 山川 賢会員（10/5） 

 中川一郎会員（10/22） 増田善昭会員（10/6） 

 辻田真海会員（10/21） 中井康允会員（10/2） 

 上江洲康司会員（10/31）豊田博樹会員（10/4） 

菅生康清会員（10/18） 森 範子会員（10/24） 

松原由忠会員（10/1） 

△9月入会 

中川一郎会員（35年） 永田晶三会員（34年） 

吉田浩巳会員（9年）  安永吉伸会員（3年） 

 西尾兆司会員（1年） 

△10月入会 

中林隆男会員（26年） 中谷昌紀会員（13年） 

尾田肇睦会員（13年） 髙橋 靖会員（10年） 

辻村貴弘会員（8年）  吉村輝高会員（4年） 

 島田昌則会員（1年）  松本好清会員（1年） 

辻村敦史会員（0年）  中垣内多美会員（0年） 

西野光泰会員（0年）  原田杏子会員（0年） 

森 範子会員（0年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・在籍10年お祝い品の贈呈：髙橋 靖会員 
 

△地区より、「ロータリーリーダーシップ研究会 RLI

パート１」修了証の伝達 

・平田博也会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ロータリー財団より、ポール・ハリスフェロー認証

ピンの伝達 

 ・井上輝好会員・永田晶三会員・髙橋 靖会員 

・野口洋司会員・桝谷征佑会員・密門裕範会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

△次週 10月 29日（金）及び次々週 11月 5日（金）

は年間予定による休会。次回の例会は 11 月 12 日

（金）となるので、お間違えのないようよろしくお

願いしたい。また、11月12日（金）12時20分か

ら臨時総会を開催するので、ご出席頂くようよろし

くお願いしたい。 

△本日、「ガバナー公式訪問合同例会及び公式訪問事前

アッセンブリーについて」のご案内文書をポスティ

ングしている。先般、ご案内させて頂いた通り、ガ

バナー公式訪問合同例会は12月23日（木）にあす

か RC、やまとまほろば RC と合同で開催する。ま

た、公式訪問事前アッセンブリーを12月10日（金）

例会後に開催する。詳細については後日改めてご案

内させて頂く。 

  なお、12月23日（木）ガバナー公式訪問合同例

会の開催により、12月17日（金）は休会とさせて

頂く。年間予定から変更となるのでよろしくお願い

したい。 

△ロータリーの友事務所より、「ロータリー日本100年

史」の冊子のご案内 

在庫に限りがあるので、購入をご希望の方はお早

めにお申し出頂きたい。※詳細は掲示板にて。 

△地区より3件のお知らせ 

①先ほど米田副会長からもご紹介頂いたが、本日10

月 22 日の日本経済新聞 朝刊全国版に一面でロ

ータリーの広告が掲載。 

②韓国で開催されたシェカール・メータ RI 会長に

よる第１回会長主催会議がYouTubeで視聴可能。 

③10月24日（日）の世界ポリオデーにあわせて神

奈川県の第 2780 地区で開催される「世界ポリオ

根絶サミット in D2780」がYouTubeで視聴可能。 

 ※いずれも詳細は掲示板にて。 

△例会変更ほか（詳細は掲示板にて。） 

・奈良西RC 

①11月18日（木）第1回家族親睦移動例会の為、 

場所変更（京都） 

②11 月 25 日（木）ガバナー公式訪問（平城京 RC

と合同）の為、場所変更（於：ホテル日航奈良） 

※いずれもビジター受付なし。 

・平城京RC 

11月 25日（木）ガバナー公式訪問（奈良西RCと

合同）の為、時間変更（18:00～16:00） 

※ビジター受付なし。 

・五條RC 

 11月17日（水）・24日（水）休会 

※いずれもビジター受付なし。 
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・やまとまほろばRC 

 11月25日（木）休会 ※ビジター受付なし。 

・大和郡山RC 

 11月22日（月）休会 ※ビジター受付なし。 

・奈良大宮RC 

 11月23日（火・祝）休会 ※ビジター受付なし。 

 

 

 

○社会奉仕委員会：尾田肇睦副委員長 

・奈良県立医科大学附属病院への物品寄贈について 

（2021-22 年度地区補助金事業｢新型コロナウイル

ス対策支援事業｣の実施） 

  皆様方を代表し、昨日10月21日（木）に奈良県

立医科大学附属病院での贈呈式に当クラブから5名

が出席した。先方から感謝状も頂いたのでご報告申

し上げる。詳細については本日配布分の週報及びポ

スティングしている資料をご覧頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○親睦活動委員会：安永吉伸委員長 

・望年親睦家族会について 

 日時：12月3日（金）17:30受付開始、18:00開会 

 場所：JWマリオット・ホテル奈良（2F 吉野） 

  本日ご案内をポスティングしている。内容の詳細

については、11月第1例会にて再度ご案内させて頂

く。本日の卓話にてJWマリオット・ホテル奈良の

魅力をお話し頂くのでよろしくお願いしたい。 

 

○甘橿会：菅生康清会員 

・第317回甘橿会ゴルフコンペ結果報告 

（10月14日（木）於：春日台カントリークラブ） 

 優 勝  中川一郎会員 

 準優勝  平田博也会員 

 第3位  山川 賢会員 

おめでとうございます。優勝された中川会員には

会長からのプレゼントをお受け取り頂き、一言ご挨

拶を頂く。 

 【中川一郎会員よりご挨拶】 

  春日台カントリークラブは自分の庭のようなもの

で、一緒に回って頂いた野口さん、羽根さん、永田

さんは皆 30 年以上のロータリー歴で昔からよく知

っているので和気あいあいと回らせて頂いた。諦め

ずに頑張ったが途中で落と 

 し穴がありもう駄目だと思 

 って帰ったが、吉川さんか 

ら私が優勝したとの電話を 

頂いた。その日は妻の誕生 

日だったので会食には参加 

せずにケーキを買って帰り、 

さらに今日は48回目の結 

婚記念日なので今晩何か考えようと思っている。そ

んな日がロータリーと2回重なったので、日頃の行

いが優勝させてくれたと思っている。ありがとうご

ざいました。これからも頑張っていきたいと思って

いるのでよろしくお願いしたい。 

 

・第318回甘橿会ゴルフコンペのご案内 

日時：11月11日（木） 

場所：大阪ゴルフクラブ 

  大阪ゴルフクラブはシーサイドビューの素晴らし

いコースがあり、懇親会場はゴルフ場の近くの「寿

司よし」で、大阪湾でその日取れた魚を楽しんで頂

ける。多数のご参加をよろしくお願いしたい。 

 

 

 

担当：安永吉伸会員 

講師：JWマリオット・ホテル奈良 巽  崇氏 

 

「日本初進出の JW マリオット・

ホテル奈良について」 

 

この度は伝統ある橿原ロー 

タリークラブ様の卓話にお招 

き頂き、誠にありがとうござ 

います。12月3日の望年親睦 

家族会の会場に当ホテルを選 

んで頂きましたこと心から感 

謝申し上げます。 

我々の母体は133の国と地 

域に7,600軒以上の個性豊か 

な宿泊施設を展開する「マリオット・インターナショ

ナル」です。「ザ・リッツ・カールトン」や「セントレ

ジス」、「Wホテル」といったラグジュアリーブランド、

「マリオット・ホテル」、「シェラトン」、「ウェスティ

ン」といったプレミアムブランド、「モクシー・ホテル」

や「アロフトホテル」といったセレクトブランドなど、

30のブランドを擁します。JWマリオット・ホテル奈

良は日本初進出のブランドで、アジア太平洋地域で

800番目のメモリアル出店となりました。“JW“の冠

は、創業者であるJ.ウィラードマリオットの名前に由

来しております。JW はマリオットグループの中で最

高ランクに位置づけられている日本初上陸のインター

ナショナル・ラグジュアリーホテルです。 

また当ホテルは、奈良県最大の会議場・観光交流拠

卓 話 

委 員 会 報 告 

3 



点「奈良県コンベンションセンター」と隣接し、世界

遺産に登録されている東大寺をはじめとする神社・仏

閣や平城宮跡など、日本を代表する史跡へのアクセス

にも優れた奈良市の中心部に位置しており、近鉄新大

宮駅から徒歩約 10 分という大変アクセスしやすい場

所にあります。建物は地下1階～地上６階まで、総客

室数は158室と多くはありませんが、開放的なゆっく

りとしたお時間をお過ごし頂ける空間を意識して設計

しております。ご宿泊頂いたお客様は５階の 24 時間

営業のプール付きフィットネスジムをご利用頂けます。

また、レストラン＆バーが３店舗、宴会場が全６部屋

あり、12月3日にご利用頂く会場は2階「吉野」とい

う宴会場になります。 

先日、望年親睦家族会のご試食をして頂きまして誠

にありがとうございました。お料理は奈良県の食材を

使ったこだわりのメニューです。さらに見栄えなどに

もこだわっていますので、当日を楽しみにして頂けれ

ばと思います。コロナ感染対策として、アルコール消

毒、体温チェックやアクリルのパーテーションをご用

意しています。 

次に、奈良県コンベンションセンターとJWマリオ

ットのセット MICE 装置の役割と目的についてお話

しさせて頂きます。MICE とは、企業等の会議

（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセン

ティブ旅行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学

会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、

イベント（Exhibition/Event）の頭文字を使った造語

で、これらのビジネスイベントの総称です。日本政府

観光局（JNTO）や全国の自治体はMICE誘致に大変

力を入れて取り組んでいます。もちろん、歴史的、有

形・無形の観光資源を有する奈良県もMICE誘致に大

変力を入れており、近年徐々にではありますがその効

果も出始めてきています。MICEの内容については下

記をご参考下さい。 

（M）外資系企業の支店長会議・車両販売代理店のミ

ーティング・海外投資家向けのセミナー 

（I）営業成績優秀者に対する表彰・会社設立〇〇周年

記念旅行 

（C）IMF・世界銀行総会・国際幹細胞研究会議・APEC

貿易担当大臣会合・世界地震工学会議 

 （E）東京モーターショー・オリンピック・東京国際

映画祭・国際宝飾展 

次に、このMICE獲得強化に欠かせないユニークベ

ニューについて簡単にご説明申し上げます。ユニーク

ベニューとは、歴史的建造物、文化施設や公的空間等

で、会議・レセプションを開催することで特別感や地

域特性を演出できる会場のことを指します。MICE誘

致に大きな効果を発揮するユニークベニューは日本、

奈良県においても積極展開が求められています。 

特に歴史的建造物や文化施設など、多数の観光資源

を持つ奈良県はこのユニークベニュー構築に適してお

り、奈良県らしい情緒を味わうことのできる会議・レ

セプション会場は国内外、特に外国人にとっては大変

魅力のあるイベントです。そのため、これらユニーク

ベニューの構築は県内観光業（ホテル・旅行会社・交

通機関・小売店・物販）にとっても大変重要なキーワ

ードになってくることは間違いありません。ユニーク

ベニュー構築・実施のノウハウを有するJWマリオッ

トはこの構築にも責任があると考えており、アフター

コロナを見据え、日々ユニークベニューシステム構築

に取り組んでいます。 

最後に、「自分の仕事を愛する人が、真のラグジュア

リーを創造する」という、創設者ジョン・ウィラード

の言葉があります。我々マリオット・インターナショ

ナル全体の指針でございます。お客様はもとより、こ

れはホテルがアソシエート（社員）に対してもそうあ

るべきという大事な言葉です。ラブという言葉をビジ

ネスで使うのは少し違和感があるかもしれませんが、

これは非常に大事なポイントで、お客様からもアソシ

エートからも“好き”でいてもらえるホテルではなく、

もっと上位の“愛される”ホテルであるためには、ア

ソシエート自身が自分の仕事を愛していることが何よ

り大切である、という意味なのです。 

 12 月 3 日の望年親睦家族会にて皆様とお会いでき

ることを楽しみにしております。本日はご清聴誠にあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
１１月１９日（金）≪第２例会≫ 

新入会員自己紹介 

（松田安啓会員・辻村敦史会員・西野光泰会員） 

担当：会員増強委員会 

 

１１月２６日（金）≪第３例会≫ 

地区補助金委員長 木下哲次氏 

担当：ロータリー財団委員会 

 

１２月３日（金）≪第１例会≫ 

望年親睦家族会 

（於：JWマリオット・ホテル奈良） 

担当：親睦活動委員会 

 

１２月１０日（金）≪第２例会≫ 

「ロータリーソングはなぜ歌う」 

担当：中野利昭会員 

 

１２月１７日（金） 

休会 

 

【同好会】 
書道同好会 

１１月１２日（金）・１１月２６日（金） 

午後２時～ 於：４階 楓の間 

 

【RAC例会】 
〔橿原オークホテルにて、午後7時30分～9時〕 

１１月１４日（日）≪第１例会≫ 

奈良ゾーン合同例会 

 

１１月２４日（水）≪第２例会≫ 

国際奉仕② 
 

 
※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 
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