
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 

 
 

 

第 3110回例会報告書 
2022（令和4）年4月15日 

司会        副SAA・安永吉伸会員 

Ｒ.song        4つのテスト 

ソング･リーダー   森 範子会員 

 

 

米山奨学生 史 夢華さん 

 

 

 

 

 

 

 

◎地区協議会では、次年度会長、幹事にお世話になり

ました。       ････････････辻田真海会員 

◎第321回甘橿会ゴルフコンペで優勝致しました。 

････････････西野光泰会員 

◎甘橿会ゴルフコンペで 3位に入賞しました。 

････････････野口洋司会員 

◎誕生日お祝い 

杣本行彦会員（1/8）  中垣内多美会員（3/13） 

◎結婚記念日お祝い 

 堀部光志会員（4/4） 

◎入会お祝い 

 堀部光志会員（14年） 豊田博樹会員（6年） 

 

 

 

○会長挨拶の中で新型コロナウイルスの状況について

お話しさせて頂いており、ここ最近は平穏な状況が

続いていたが、再度感染者数が増加傾向にあり、ま

だまだ安心できない状況が続く中、本日も例会が開

催できることを有難く思う。対面で開催できること

は、親睦を図る上では一番の特効薬であり、先週の

例会でもお話しさせて頂いたが、地区大会も規模は

縮小されたものの現地に参加することができ、ロー 

 

 

 

 

 

 

 

タリーの良さを味わうことができたと感じている。

今年度もあと2ヶ月程となったが、残りの期間も最

大限に、事業計画通り進めていけるように、万全を

期した中で対応していきたいと考えているので、皆

様のご協力をよろしくお願いしたい。 

 

 

【4月からの新しい米山奨学生 史 夢華さん、 

カウンセラー 中垣内多美会員よりご挨拶】 

・カウンセラー 中垣内多美会員よりご挨拶 

この度、平田会長エレクトより米山奨学生カウンセ

ラーを仰せつかりました。クラブに入会してまだ半年

しか経っておらず、若輩者ではございますが、奨学生

の史 夢華さんと共に学ばせて頂く気持ちでいますの

で皆様どうぞよろしくお願い致します。 

簡単に史 夢華さんをご紹介させて頂きます。先日、

地区で開催されたセミナーで初めてお会いしたのです

が、非常に聡明で日本語も堪能で、英語も話されるそ

うです。一方で、20代の女性らしい、おしゃれや旅行

が大好きで、活発で明るいところもあります。好奇心

と向上心に溢れた方で、日本のみならず、ゆくゆくは

世界で活躍されるであろう将来有望な方です。これか

ら1年間、よろしくお願い致します。 

 

・米山奨学生 史 夢華さんよりご挨拶 

皆様こんにちは。奈良先端科学技術大学院大学 修

士2年の史 夢華と申します。出身は中国河南省です。

家族は両親と、妹が3人います。現在は化学を専攻し

ており、日本の化粧品に興味を持ち、世界をリードし

ている日本の大学院で化学の勉強や研究をしています。

将来、日本の化粧品会社で研究開発の仕事を通じて、

研究者として社会に貢献したいと思っています。これ

からよろしくお願い致します。 
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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58名 
(4/15)     出席者40名  出席率77.35％ 
(4/3補正)     〃  46名   〃  85.18％ 
 

４月は、「母子の健康月間」（Maternal and Child Health Month）です。 

ゲ ス ト 



 

△ロータリー米山記念奨学会より、当クラブが 2022

学年度米山奨学生世話クラブに委嘱された委嘱状

が届いているのでご紹介させて頂く。また、米山奨

学生カウンセラーの委嘱状、奨学生への奨学金を会

長からお渡し頂く。 

・カウンセラー 中垣内多美会員へ委嘱状の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・米山奨学生 史 夢華さんへ奨学金の授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△欠席届のご提出について 

現在、通常例会における欠席届のご提出期限を、前

日（木曜日）の「午後3時まで」とさせて頂いてい

るが、THE KASHIHARA が進めておられる

SDGs への取り組み（食品ロス、食品廃棄の削減）

に当クラブとしても賛同し、欠席届のご提出期限を

前日（木曜日）の「お昼12時まで」に変更とさせて

頂く。皆様には何卒ご理解、ご協力の程、よろしく

お願いしたい。 

 

 

 

○社会奉仕委員会：長谷川博章委員 

・デフサッカー教室について 

  チラシが完成したので本日ポスティングさせて頂

いている。5月15日（日）天理の親里競技場でデフ

サッカー教室を開催させて頂く。当日は YouTuber

の方にもゲストとしてご参加頂き、盛り上げて頂く

予定。天理の教育委員会から小学校へ、チラシも配

布して頂いている。会場での受付等、皆様にご協力

をお願いしたいと思っているので、是非ともご参加

頂くようよろしくお願いしたい。 

○甘橿会：吉川弘晃会員 

・第321回甘橿会ゴルフコンペ結果報告 

（4月14日（木）於：グランデージゴルフ倶楽部） 

 優 勝  西野光泰会員 

 準優勝  永田晶三会員 

 第3位  野口洋司会員 

おめでとうございます。優勝者には会長からプレ

ゼントをお渡し頂き、一言ご挨拶を頂く。 

【西野光泰会員よりご挨拶】 

  昨日は良き先輩方とご一緒させて頂き、天気も良

く、良い緊張感でプレーさせて頂きました。偶然と

奇跡が重なり、最終ホール手前ぐらいまで 80 台を

目指せるのではないかと思っていましたが、最後の

ホールで崩してしまい、結果的には 91 というスコ

アになりましたが、私の10年のゴルフ人生の中で、

ここまでの数字を出したのはほんのごくわずかで

した。今回、優勝させて頂いたことを胸に、粛々と

ゴルフ人生を歩んでいきたいと思います。今後とも

よろしくお願い申し上げます。ありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  次回は 5 月 12 日（木）茨木カントリークラブで

行うので、皆様のご参加をよろしくお願いしたい。 

 

○ドライブ・ツーリング・グルメ会：増田善昭会員 

  本日ご案内をポスティングさせて頂いている。ド

ライブ、ツーリングを兼ねて何か美味しいものでも

食べに行こうかということで企画させて頂いた。今

回は5月7日（土）に「シラス丼」を食べに和歌山

県湯浅町に向かう。集合場所を出発してからはマイ

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 
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ペースに走って頂き、食事場所等で再び合流、とい

う形になるかと思う。お一人でのご参加も、友人・

ご家族をお誘い頂いてのご参加も歓迎する。特に制

約はないが、食事だけは予め決めた場所・時間でお

取り頂きたい。また、予約の関係で、ご参加頂ける

方は予め人数もお知らせ頂きたい。皆様のご参加を

よろしくお願いしたい。 

 

 

 

担当：会員増強委員会 

 

「新入会員自己紹介」 
 

・中垣内多美会員（2021年10月1日入会） 

私の会社「有限会社美興ワー 

ルドハウス」は、橿原市を中心 

に宅地開発・造成を手掛け、注 

文建築、新築分譲住宅、住宅リ 

フォーム、不動産仲介等を手掛 

ける住宅建築・不動産会社です。 

吉野郡出身の父が約50年前に 

橿原市で「丸美木材株式会社」 

を創業致しました。その子会社 

として、平成16年に設立。現 

在、京奈和道路の橿原北出口付近で約120区画、近鉄

耳成駅より徒歩 6 分のところで 10 区画あまりを分譲

中でございます。 

私が幼稚園の頃リズム感と音感が良かったので、担

任の先生に勧められピアノを習い始めました。母の熱

い指導の下、毎日5時間以上練習し、当時はひどい話

だと思いましたが、その後音楽大学に進学してみたら、

同級生は皆同じような経過をたどってきた人ばかりで

した。 

そんな音楽大学ピアノ科出身の私がおススメする

音楽ドラマを二つご紹介させて頂きます。 

1つ目は「のだめカンタービレ」。音楽大学が舞台に

なっておりますのでいろんな楽器が出てくると共にク

ラッシック音楽のさまざまなタイプの曲が楽しめます。 

2つ目はアニメ「ピアノの森」。音楽の才能を持つ貧

しい環境に育つ男の子が優秀なピアノの指導者と出会

い、ショパンコンクールを目指し世界デビューへの切

符を手に入れる物語。この作品のピアノ演奏の吹き替

えをしているのは世界中のプロのピアニストたちです。

特に、主人公の先生役のピアノ演奏の吹替をしたのは

昨年の秋に開催されたショパン国際コンクールで2位

になった反田恭平さんです。彼は奈良で自分のオーケ

ストラの会社を設立し県内でも音楽活動をされていま

すので、ぜひ生演奏にも触れてみてください。 

さて、伝統ある橿原ロータリークラブに入会させて

頂いて半年が過ぎました。いまだに例会に出席するの

は緊張しますが、それと同時に、いつも皆さんの優し

さと心の広さ、そして深さを感じております。いつも

心豊かで人を思いやる皆様の姿勢に学びながら、これ

からもロータリークラブの活動に参加させて頂きます。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

・原田杏子会員（2021年10月1日入会） 

本日、新会員卓話を担当させ 

て頂きます私、2021年10月に 

入会の機会を賜りました五條運 

輸株式会社・五條メディカル株 

式会社の原田杏子と申します。 

このような機会を賜り、ありが 

とうございます。 

 生まれは大阪、育ちは兵庫、 

そして今は奈良、と、生粋の関 

西人の私です。が、関東に参り 

ますと、生粋の関東人と思われ、また福岡に行くと、

タクシーの運転手さんから「お帰り」と声を掛けられ

るほど、順応性が高いタイプでございます。ダーウィ

ンの進化論では「唯一生き残ることができるのは、変

化できる者である」との言葉がありますが、この唱え

通り、生存本能が高いタイプであることを、自覚して

おります。 

元々は広報・PR という立ち位置のサラリーマンと

してご機嫌に活躍の場を賜っていた自身ではありまし

たが、2018年10月、五條運輸株式会社の現会長・社

長である我が両親からの「帰って来い」の命に従い、

未知なる運輸・物流の世界とのご縁を賜ることとなり

ました。 

五條運輸自体の社歴は 50 年を超える会社ではあり

ますが、我が両親も、2011 年の 1 月に事業継承を受

け、営んだこともない運送屋を切り盛りすることとな

り、ただひたすらに「社員を守る」を掲げ、走り続け

た7年、急激に成長を遂げる自社を守るための召還で

した。全く異なる分野で、当初こそは右も左も分から

ぬ物流の世界ではありましたが、学べば学ぶほど、沢

山の課題が溢れ出る世界に、自身も夢中になりました。

そして何より、業界に携わる皆の素直な心に触れ、両

親の想い同じく、皆を守るんだ！との強い意志が生ま

れました。 

物流を通じて自分に出来ることをと考えた時に、現

在自身が住まう奈良県で不足している物流は何か？に

至り、医療を扱う特殊物流への着手を視野に入れまし

た。より複雑な物流に挑むことで、五條運輸本体の底

力を向上させたい想いもありました。安心・安全・確

実という自身が描くスキームを確実に実行するには、

新しい舞台が必要でした。2020年11月、新たに立ち

上げましたのが、五條メディカルという会社です。立

ち上げ当初は、社長である私以外は全員が薬剤師とい

う風変わりな会社でした。入会のご挨拶の際にも少し

触れさせて頂きましたが「大切な誰かを守る」という

ことを理念に掲げ、現在は新型コロナウイルスワクチ

ンの輸送や保管に携わらせて頂いております。社員全

員が使命に燃える、やや暑苦しい会社です。 

卓 話 
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全てにご縁を感じ、感謝を感じ、生きていきたいと

願っています。橿原ロータリー様とのご縁にも、心よ

り感謝を感じています。経営者としては駆け出しの自

身ではありますが、諸先輩皆様のご指導を仰ぎながら、

親睦と奉仕の心を共に育ませて頂きたく、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

・森 範子会員（2021年10月1日入会） 

10月に入会させて頂きまし 

た森 範子と申します。この 

度、伝統ある橿原ロータリー 

クラブに入会させて頂き、誠 

にありがとうございます。 

桜井で生まれ、現在も桜井 

で暮らしており、来月で50歳 

を迎える年になります。 

私の会社は株式会社ヨネダ 

と言いまして、本社は宇陀郡の曽爾村にあります。平

成4年に株式会社を設立し、シャディサラダ館を曽爾

村でオープン。平成7年に橿原で2号店目をオープン

しました。そのタイミングで短大卒業後、就職もせず

家事手伝いという名目でふらふらしていた私に叔父で

ある米田から町に出て店をしようと思ってる。一緒に

してみるか？と誘ってもらい、28年前に入社しました。 

最初はお客さんが 1 人も来ない日もありましたが、

誠実に心を込めたサービスをと頑張り、5 年後の平成

12 年にはシャディの売上実績全国第 1 位になりまし

た。現在は橿原、名張を中心にサラダ館3店舗、葬儀

会館メモリアルホール紫蘭 7 ホール、仏壇館 2 店舗、

体操教室カーブス 10 店舗、ダンススタジオ（スーパ

ーダンススタジオ）、ボクシングジム（闘拳塾）、飲食

2店舗（鉄板なか乃、伊賀珈琲館）、エステサロン（ボ

ヌール）と色々な業種を展開させてもらっております。 

その中でも特に私の大好きな部門はダンススタジ

オです。ダンスをしていた娘のために、沢山のジャン

ルのダンスを楽しく好きなだけさせてあげたいと 10

年前にママ友とスタジオを立ち上げさせてもらい、今

では奈良県で１番生徒数の多いスタジオになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年に一回の発表会はホールいっぱいの観客と笑顔あ

ふれる生徒たちを見るのが１番の癒しで活力となるイ

ベントの１つです。 

30年近く仕事をさせて頂く中で、仕事の楽しさを教

えてくれた叔父や沢山の出会いに感謝の気持ちを忘れ

ず周りに伝えていけるようになりたいと思っています。 

そして、穏やかで優しさ溢れる方々のおられる橿原

ロータリークラブに入会させて頂いたご縁を大切に、

沢山の事を学ばせて頂き、先輩方のように朗らかに更

なる高みを目指しがんばっていきたいと思っておりま

すので、これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
５月２０日（金）≪第２例会≫ 

担当：プログラム委員会 

 

５月２８日（土）～２９日（日）≪第３例会≫ 

一泊例会 

担当：親睦活動委員会 

 

６月２日（木）≪第１例会≫ 

やまとまほろばRC合同夜間例会 

ホスト：やまとまほろばRC 

 

６月１０日（金） 

休会 

 

【同好会】 
書道同好会 

５月１３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〕 

５月２５日（水）≪第２例会≫ 

会員増強③ 

 

６月８日（水）≪第１例会≫ 

専門能力開発③ 
 

 
※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 
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