
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 
 

第 3118回例会報告書 
2022（令和4）年7月1日 

司会        副SAA・山田善紀会員 

Ｒ.song        君が代・奉仕の理想 

ソング･リーダー   杣本行彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎2022-23年度、本日より始まります。1年間よろしく

お願い致します。   ･･････････理事・役員一同 

◎たよりない人間ですが、1 年間よろしくお願い致し

ます。        ････････････尾上隆志会員 

◎平田会長年度 祝スタート！Big Bossよろしくお願

い致します。     ････････････仲谷 登会員 

◎誕生日お祝い 

米田常彦会員（5/5）    森川善隆会員（6/25） 

上田充希会員（6/18）  福井良盟会員（7/10） 

増田善昭会員（7/2）   中谷昌紀会員（7/7） 

上江洲康司会員（7/17） 

◎結婚記念日お祝い 

安永吉伸会員（7/7） 

◎入会お祝い 

藤岡宏章会員（20年） 杣本行彦会員（2年） 

 

 

 

○皆様こんにちは。本日は暑い中、例会にご出席頂き、

ありがとうございます。2022-23 年度の事業開始を

待たずに梅雨が明けるという非常に珍しい事態で、

6 月中に梅雨が明けるのは 1951 年以来、観測史上

初めてのことだそうです。この暑い夏を皆様と一緒

に乗り切って 1 年間過ごしていきたいと思います。 

そんな暑い夏の中、29日に甲子園で行われた全国

RC野球大会に参加し、私達が初めて大会に参加し 

 

 

 

 

 

た時に対戦した相手と再戦しました。初めて対戦し

た時は 5 対 18 で惨敗しましたが、今回の対戦結果

は後ほど野球同好会の吉田会員より報告して頂き

ます。なんとか頑張って対戦し、怪我などもなく無

事終了致しました。 

また、その夜には今年度第1回目の委員会を、プ

ログラム委員会が開催して下さいました。米田委員

長のもと、副委員長に吉田会員、委員に藤岡パスト

会長、豊田会員、宇田会員と、委員会全員にご出席

頂き、今年度は米田委員長のもと、楽しいことから

ロータリーについて深く勉強できるような内容ま

で、いろいろと計画を練って頂いています。出席率

100％を目指して、皆様のご出席をお願い申し上げ

まして第1回目の会長挨拶とさせて頂きます。どう

ぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

△7月誕生日 

福井良盟会員（7/10） 増田善昭会員（7/2） 

中谷昌紀会員（7/7）  上江洲康司会員（7/17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・喜寿お祝い品の贈呈：福井良盟会員 
 

△7月結婚記念日 

 安永吉伸会員（7/7） 

△7月入会 

 中野利昭会員（23年）  杣本行彦会員（2年） 

 

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 
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出 席 報 告 

会 長 挨 拶 

会員54名 
(7/1)       出席者35名  出席率72.91％ 
会員59名 
(6/17補正)     〃  39名    〃 69.64％ 
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△地区より今年度地区委員の委嘱状及び RI テーマバ

ッジが届いていますので会長からお渡し頂きます。 

 ・地区米山奨学委員会 委員：河村善一会員 

 ・地区国際交流委員会 副委員長：髙橋 靖会員 

 ・地区補助金委員会 委員：田中麻呂会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

△今年度同好会補助金の贈呈を致します。 

（甘橿会、書道同好会、野球同好会、和飲会、軽音

同好会、ツーリング同好会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

△THE KASHIHARA様に心づけをお渡しさせて頂

きます。 

△本日メールBOXに 2022-23年度クラブ活動の概況

及び活動計画、週報保存用ファイルをポスティング

していますのでご確認下さい。なお、ファイルは週

報を紙で受け取っている方にのみポスティングし

ています。また、2022-23 年度会員名簿は次週にポ

スティングさせて頂きます。 

△「2022-23 年度前期会費等納入のお願い」につきま

しては、週明けに皆様に郵送させて頂きますのでご

確認頂きますようよろしくお願い致します。なお、

納入は7月末日までにお願い致します。 

△地区より前年度ポリオ撲滅活動への寄付に対するお

礼状 ※詳細は掲示板にてご確認下さい。 

△桜井RCより例会開催曜日変更のお知らせ  

※今年度より水曜日から火曜日に変更、詳細は掲示

板にてご確認下さい。 

△平田会長年度の始まりを祝して、増田会員、米田会

員より本日ご出席の皆様全員にお祝いの品を頂戴

しています。高い所からではありますが厚く御礼申

し上げます。 

△例会変更ほか（詳細は掲示板にて。） 

・奈良西RC 

①7月28日（木）ガバナー公式訪問（平城京RC合

同）のため変更 

②8月4日（木）移動例会のため、場所変更 

→於：ホテル日航奈良 

③8月11日（木）休会 

④8月18日（木）早朝移動例会のため、場所変更 

→於：霊山寺 

※いずれもビジター受付なし。 

・やまとまほろばRC 

7月21日（木）・8月11日（祝・木）休会 

 ※いずれもビジター受付なし。 

 

 

 

○親睦活動委員会：尾田肇睦委員長 

・納涼例会について 

 日時：8月26日（金）18:30受付開始、19:00開会 

 場所：ビアガーデン楓林閣 阿倍野店 

    屋上ビアガーデン会場 

  本日ご案内をポスティングしています。ご家族の

方にも是非ご出席頂きたいと思いますが、小学生以

上の方をご参加対象とさせて頂きますのでよろし

くお願い致します。参加申込は 8 月 19 日（金）ま

でにお願い致します。 

 

○RA・IA委員会：安永吉伸委員長 

・橿原RAC 7月第1例会について 

 日時：7月13日（水）19:00受付開始、19:30開会 

 場所：橿原オークホテル 

  今年度橿原 RAC 松尾会長の所信表明例会とな

っています。ここ 2 年で 20 名近くの新入会員の皆

様が当クラブに在籍して頂いていますが、コロナ禍

により当クラブと橿原 RAC の接点がなかなか持て

なかったこともあり、新入会員の皆様には是非橿原

RACの例会にもご出席頂き、若い世代のローターア

クターがどのような視点でどのように奉仕活動や

親睦活動を行っているのかなどを共有して頂きた

いと思います。また我々ロータリアンが出席するこ

とで良いプレッシャーを与えることができるので

はないかと思っています。橿原RAC は今年度 5 名

でのスタートとなり、会員数が非常に少ないため、

皆様にも橿原 RAC への入会についてお助け頂きた

く、お願い申し上げます。 

今後、特に新入会員の皆様には RAC 例会のご案

内もお送りさせて頂きますので、メーキャップにつ

いても RAC での例会出席をご活用頂き、当クラブ

の出席率向上に繋げて頂きますようよろしくお願

い致します。 

委 員 会 報 告 
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○野球同好会：吉田浩巳会員 

・全国RC野球大会の報告 

平田会長からもお話し頂きましたが、一昨日29日

に甲子園にて、対戦相手の富山県小矢部中RCと熱

い戦いを繰り広げてきました。当クラブが先攻で 1

回表に1点を獲り、1回裏で4点を獲られましたが

2 回表で 3 点を獲り返して同点に追いつきました。

2回裏で3点を獲られましたが3回表で2点を獲る

という接戦となり、前回よりも白熱した戦いとなり

ました。しかしその裏で6点を獲られ、残念ながら

試合終了となってしまいました。試合をしながらも、

見応えのある試合だったなぁと感じました。今年度

はガバナー杯もあり、また次年度も甲子園での大会

が行われます。新メンバーも募集しており、共に甲

子園で試合ができればと思っていますのでよろし

くお願い致します。 

 

 

 

2021-22年度        2022-23年度 

森川善隆会長        平田博也会長 

河村善一幹事        尾上隆志幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会長・幹事就任挨拶」 
 

＜会長 平田博也会員＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は 66 代目の会長になります。まず、歴代会長の

皆様に敬意を表したいと思います。 

前年度中に開催していた次年度理事会もようやく

終え、本日例会前に第１回目の今年度定例理事会を開

催し、尾上幹事、理事役員のメンバーと共に今年度の

取り組みを再確認し、各委員長のもと会員の皆様と共

に計画して頂いた活動を実行し、これまで以上に楽し

く、思い出深い年度となることを目指していきます。 

まず、例会の開催について、今年度もコロナ禍がま

だ完全に収束していない中でのスタートとなりました。

海外からの旅行者の受け入れの拡大や、学校等の長期

の休み等、不安な要素もありますが、国の指針、地区

の方針をもとに、地域の感染者数等感染状況を見なが

ら、基本的には活動計画に沿って会員の安全を第一に、

感染対策を十分にとり、例会や活動を対面にて行う予

定です。ただし、状況に応じて臨機応変にリモートで

の開催や休会等急な変更の可能性もご理解下さい。ま

た出席について、安全面において各自のお考え、判断

基準を尊重し、義務とは致しません。 

日本では、Society5.0 という次なる目指すべき未来

の社会というものが提唱されています。Society1.0 が

狩猟社会、2.0が農耕社会、3.0が工業社会、4.0が情

報社会、5.0はサイバー空間（仮想空間）とフィジカル

空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、

経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の

社会というものです。コロナ禍で急速にリモートを活

用した在宅勤務や会合が進み、対面でなくても不自由

のない生活ができるように社会構造が急速に進化して

います。AI化やビッグデータ、ロボットの活用により

人間が安全に暮らせる社会を目指すなかで、社会の変

化に対応した活動と組織運営について考えていく時期

になってきているように感じています。ロータリーク

ラブとして地域社会から何を求められているかという

ことも改めて模索し、ロータリーへの理解を広く周知

していく必要があります。 

今年度RI のジェニファー E・ジョーンズ会長は、

「イマジンロータリー」とテーマを掲げられ、私たち

の未来を想像し世界に変化をもたらせるように適応と

改革を行い実行しましょう、と仰っています。 

第 2650 地区 尾賀康裕ガバナーは「感動、感激、

卓 話 

バッジの交換 
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そして感謝」のスローガンのもと、活性化を図る価値

観とロータリアンとしての方針を示されています。 

RIのテーマ、第2650地区の方針を踏まえつつ、社

会情勢の変化に対応し、ロータリーの活動について再

確認と共有を行い、一丸となってクラブの運営を維持

していくことが必要であると考え、2022-23 年度橿原

ロータリークラブのテーマは「多様化する社会に対応

し 未来につないでいこう」と致しました。 

この2年で、会員増強を熱心に行って頂いたおかげ

で 20 名という新入会員が入会され 54 名となりまし

た。会員の約1/3以上が入会 3年未満という構成にな

り、ロータリーについてより深く知識を得て頂くため、

会員相互の親睦を深めるためには、例会への出席が第

一歩です。会員と顔を合わせ、挨拶をし、会話するこ

とから始まります。 

そして、さらに親睦を深めるために、各委員会の活

発な活動を、委員長だけでなく委員会メンバーによる

積極的な意見交換を、一丸となって行って下さい。 

ロータリーの知識や歴史を知って頂くために引き

続き新入会員のための橿原ロータリーアカデミーと、

地域別の情報集会を会員増強委員会担当で行います。

各同好会に参加し、新しい趣味や、知識や技術の向上

と共に親交を深めましょう。 

クラブ 65 年の歴史の重さを共有し、先人の意志と

それぞれの多様な考えを学び、理解を深め、これから

の時代にあわせ進化し、親睦と奉仕を通じて、橿原RC

の歴史を繋いでいきましょう。 

さらに親睦を深めて活気あるクラブにするために、

ロータリーファミリーであるロータリアンのご家族、

ローターアクター、インターアクター、米山奨学生が

より深く仲間として共に歩んでいけるような事業や企

画を実行致します。 

今年度の活動として、社会奉仕、青少年奉仕、RA・

IA委員会の３委員会合同で地域活性化事業として、橿

原市の玄関口である近鉄大和八木駅北側周辺を芸術的

な装飾や清掃活動を行い、地域の憩いの場として活用

して頂けるように、ロータリアン、ローターアクター、

インターアクター、地域の子供達と共に社会に貢献し、

また未来のロータリアン候補や社会で大きな力となる

人材育成を行います。 

その他、各委員会において、さまざまな事業、行事

を計画して頂いています。全て、橿原RCの事業、行

事であることを再認識し、会員に周知し、橿原RCの

メンバー全員で行いましょう。 

さらに魅力あるクラブを目指し、引き続き会員増強

を行います。ローターアクトクラブにおいても、今年

度5名のスタートとなり、増強が必要です。18～30歳

で奉仕に興味のある方、ご子弟や会社でリーダーの育

成のために、入会のご推薦をお願い致します。 

以上のことを軸とし、最終的に友を増やし（会員増

強）友と歩む（相互理解）ことにより、より素晴らし

いロータリアン生活を送りましょう。 

 

 

＜幹事 尾上隆志会員＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2015 年に入会させて頂き、間もなく 7 年目になり

ます。伝統と格式ある橿原 RC の第 66 代幹事という

大役を仰せつかりました。1 年間よろしくお願い致し

ます。 

 私が幹事をさせて頂くにあたり、自分の中で3つの

指針を持っています。1 つ目、平田会長を精一杯 Big 

Bossにすること。平田会長を全身全霊で支えていきた

いということを高い所からではありますがお誓い申し

上げます。2 つ目、平田会長は委員会活動を活発にし

て頂きたいとお話しされています。委員会事業が滞り

なく、また積極的に活動できるよう、幹事としてでき

るだけのご支援をさせて頂きたいと思っています。委

員会予算や活動についてのご要望がありましたらいつ

でもお申し出下さい。3 つ目、本日ご出席の皆様はも

ちろん、事務局の方もそうですが、橿原RCの皆様が

楽しく例会に参加できる、そんな場を作っていきたい

と思っています。頼りのない男ではありますが、どう

ぞ1年間よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
７月１５日（金） 

休会 

 

７月２２日（金）≪第３例会≫ 

夜間例会 

担当：プログラム委員会 

 

７月２９日（金） 

休会 

 

８月５日（金）≪第１例会≫ 

新入会員自己紹介 

担当：会員増強委員会 

 
【同好会】 
書道同好会 

７月２２日（金）午後４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〕 

７月１３日（水）≪第１例会≫ 

所信表明例会 

※7月6日（水）→7月13日（水）に 

日程が変更となりました。 

 

７月２７日（水）≪第２例会≫ 

社会奉仕① 
 

 
※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 
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