
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 
 

第 3119回例会報告書 
2022（令和4）年7月8日 

司会        副SAA・山田善紀会員 

Ｒ.song        4つのテスト 

ソング･リーダー   中垣内多美会員 

 

 

米山奨学生 史 夢華さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎平田会長、尾上幹事、一年間よろしくお願い致しま

す。         ････････････辻田真海会員 

 

 

 

○梅雨が明け、台風も近付き、少し過ごしやすい天候

になってきたように感じます。 

新型コロナウイルスの感染者は再び増加傾向に

あり、200 名弱だった県内の感染者数は、昨日には

450 名となりました。例会等の運営において、今後

も慎重に計画していかなければならないと感じて

います。 

ご存知の方も多いと思いますが、先ほど、西大寺

駅の近くで安倍元総理が銃撃され、心肺停止の状態

だそうです。まさか奈良でそのような事件が起こる

とは思わず、とても驚いています。安倍元総理の無

事を祈るばかりです。 

年度開始前の 5月、6月に、国際ロータリーから

私のもとへいろいろな案内がメールで届き、その中

に「会員皆様にMy Rotaryに登録してほしい」とい

うものがありました。「My Rotary」とは国際ロータ

リーのホームページです。私は恥ずかしながらメー

ルが届くようになってから「My Rotary」をよく閲 

 

 

 

 

 

覧するようになりました。「My Rotary」にはロータ

リーに関することから趣味の会、同好会に関するこ

とまで、いろいろなことが掲載されています。「My 

Rotary」の登録方法は少し複雑ですので、機会を設

けて皆様にご案内させて頂きたいと思います。 

  本日もよろしくお願い致します。 

 

 

 

△本日メールボックスに2022-23年度会員名簿をポス

ティングしています。今年度の組織図や年間予定も

掲載されていますのでご確認下さい。 

△今週初めに「2022-23年度前期会費等納入のお願い」

をご自宅もしくは会社に郵送させて頂きました。ご

確認頂き、7 月末日までにお振込み頂きますようお

願い致します。（会費について詳細説明あり。※詳細

はメールボックス内の資料をご確認ください。） 

△次週7月15日（金）は休会です。次回の例会は7月

22 日（金）夜間例会で 18 時開会、場所は THE 

KASHIHARA ですので、お間違えの無いようよろ

しくお願い致します。 

  なお、夜間例会終了後、和飲会を開催する予定で

す。場所は橿原神宮前駅の構内にあります「酒屋み

よきく」です。こちらは、以前当クラブに在籍され

ていた喜多酒造様の直営の日本酒バーです。立ち飲

みのため、あまり多くの人数は入れませんので、「い

しばし」も予約しています。皆様のご参加をお待ち

しています。 

△米山奨学生 史 夢華さんへ奨学金の授与を行いま

す。 
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ＤＩＳＴＲＩＣＴ ２６５０ 

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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△奈良県医療政策部薬務課 薬事・献血係より、「愛の

血液助け合い運動 啓発ポスター」が届いています。

掲示板に貼り出していますのでご覧下さい。 

△7 月 7 日・8 日の奈良新聞の記事を掲示板に貼り出

しています。当クラブの原田会員が音頭をとり、県

内の多くの企業がご協力・ご協賛された「コロナに

負けない奈良っ子の“未来・夢”絵画、作文コンク

ール」の入賞作品などが掲載されています。大和信

用金庫の森川会員のコメントも掲載されています

ので是非ご覧ください。 

△本日、メール・FAXにてお知らせをお送りさせて頂

きましたが、当クラブの中谷昌紀会員のご母堂がご

逝去されました。ここに謹んでご冥福をお祈り申し

上げます。なお、通夜は7月11日（月）19時より、

告別式は7月12日（火）11時より、いずれもベル

コ奈良駅前ホールにて執り行われます。 

△例会変更ほか（詳細は掲示板にて。） 

・大和郡山RC 

①8月8 日（月）・15日（月）休会 

②8月29日（月）納涼例会のため変更 

※いずれもビジター受付なし。 

・大和高田RC 

①8月9日（火）ガバナー公式訪問のため場所変更 

②8月16日（火）・9月20日（火）休会 

※いずれもビジター受付なし。 

・桜井RC 

 7月 19日（火）・8月 9日（火）・8月 16日（火）

休会 ※いずれもビジター受付なし。 

・平城京RC 

 ①7月28日（木）ガバナー公式訪問（奈良西RCと

合同）のため、変更→於：奈良ロイヤルホテル 

 ②8月11日（木）休会 

③8月18日（木）家族親睦例会のため、変更 

④8月25日（木）納涼例会のため、変更 

 ※いずれもビジター受付なし。 

 

 

 

○RA・IA委員会：安永吉伸委員長 

・橿原RAC 7月第1例会 

日程変更について 

  先週の例会時に「7月6日 

（水）」とご案内しましたが、 

「7月13日（水）」に変更と 

なりました。今週初めにお送 

りしましたご案内文書に記載 

の通り、本日が登録締切日と 

なっています。ご登録をご希 

望の方は本日中に事務局へご 

連絡頂けますようよろしくお願い致します。 

 

・前年度5月に開催した一泊例会の際にお世話になっ

た青森RCの桑田会員からリンゴジュースを頂きま

したので、本日テーブルにお配りしています。 

 

 

【フォーラム】 
 

―会員増強・ロータリー財団・公共イメージ常任、 

奉仕プロジェクト常任、クラブ管理運営常任― 

 

【奉仕プロジェクト常任委員会・辻田真海委員長】 

 最近、新型コロナウイルスに 

よる感染者数が再び増加傾向に 

ありますが、「With コロナ」が 

定着しつつあり、コロナ禍前と 

同等の活動ができるのではない 

かと思っています。各委員会が 

共に知恵を出し合い、今後も奉 

仕活動を実行して頂きたいと思 

います。 

 それでは当委員会を構成する、 

職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、

青少年奉仕委員会、米山奨学委員会、RA・IA 委員会

の6つの委員会を代表し、今年度の活動計画を発表さ

せて頂きます。 

・職業奉仕委員会 

(1)親睦活動委員会と連携し、「春の親睦家族例会」を共

同で開催します。 

(2)クラブ会員の職を通じながら、会員と家族の親睦と

友情を深めます。 

・社会奉仕委員会 

(1)クリーンアップならキャンペーンへ参加します。 

(2)３委員会（社会奉仕委員会、青少年奉仕委員会、RA・

IA委員会）合同で地域活性化事業「アートでハート

なまちづくり」を開催し、地域の参加者と親睦を深

めます。 

(3)前年度に実施した置き傘事業を継続して実施しま

す。 

・国際奉仕委員会 

(1)オーストラリアのメルボルンで開催されるロータ

リー国際大会への参加を積極的に促し、現地で開催

される地区親睦夕食会にも参加し、地区内クラブと

親睦を深めます。 

・青少年奉仕委員会 

(1) 3委員会合同活性化事業「アートでハートなまちづ

くり」を開催します。 

(2) 「ロータリー希望の風奨学金」寄付金について、会

員一人当たり5,000円以上のご協力をお願い致しま

す。 

・米山奨学委員会 

(1)10 月の米山月間において奨学生の卓話を行い、ま

たクラブ行事への参加の呼びかけ、クラブ会員との

交流を通じて、理解と親睦が深まるようカウンセラ

ーと連携し支援を行います。 

(2)地区目標（一人当たり 24,000 円）の達成と、さら

なる寄付にご協力をお願い致します。 

委 員 会 報 告 

卓 話 
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・RA・IA委員会 

 (1)ローターアクト：今年度は少人数でのスタートと

なったため、会員増強に力を入れていきます。アク

ターにふさわしい青少年の方を是非ご紹介頂きま

すようよろしくお願い致します。 

(2)インターアクト：コロナ禍により中止となっていた

福祉施設への慰問と交流及び、募金活動と交通安全

の啓発運動を再開します。 

 

 以上、簡単ではありますが各委員会の活動計画を発

表させて頂きました。皆様のご協力をよろしくお願い

致します。 

 

 

【クラブ管理運営常任委員会・松井大典委員長】 

2022-23年度RI会長 ジェ 

ニファーE．ジョーンズ氏は 

「イマジン ロータリー」、私 

たちがベストを尽くせる世界を 

想像し未来を描いていくことを 

テーマとしています。ウクライ 

ナ侵攻など不安定な社会情勢の 

中、このテーマ。今イマジンす 

ることはとても困難な時代とな 

ってしまっています。 

第 2650 地区に於いては、スローガンを「感動、感

激、そして感謝」とし、メンバーそれぞれが自分の居

場所を明確にし、楽しいライフストーリーをつくり、

心のオアシスとなるクラブにすることを運営方針や目

標に掲げています。 

平田博也会長は所信として「多様化する社会に対応

し 未来につないでいこう」をテーマとされました。

奉仕プロジェクト、５大奉仕の委員会活動を核としな

がらも、活動の基本は例会運営にあるとされています。

当委員会を構成する親睦活動委員会、プログラム委員

会、出席・ニコニコ箱・ソング委員会の活動が大きく

関わる部分です。三委員会が緊密に連携して活動し、

全てのメンバーがクラブライフを楽しみ、いろいろな

意味でロータリーに入っていて良かったと思えるよう

なクラブ運営に尽力したいと考えます。 

 

 

【会員増強･ロータリー財団･公共イメージ常任委員会･ 

永田晶三委員長】 

 ここ2年で20名の方が入会 

し、クラブは活気づいています。 

引き続き増と強を目指して各委 

員会と協調し、会員とその活動 

の質の一層の向上に努めます。 

 円安傾向にありますが、例年 

通りロータリー財団への寄付を 

お願いし、引き続きロータリー 

財団の活動を支援していきたい 

と考えています。 

 クラブの活動をホームページとメディアを通じて発

信し、地域社会へのアピールを図っていきます。 

 以上が総括的な活動計画となりますが、各委員会の

具体的な活動を発表させて頂きます。 

・会員増強委員会 

(1)定期的に委員会を開催します（少なくとも2か月に

1回以上）。 

(2)会全員に会員増強を意識して頂き、また新旧会員の

融合を図り退会を抑止する狙いから、地域ごとの情

報集会を開催します（年度中に2回開催予定）。 

(3) 橿原ロータリーアカデミーを開催します（8月、1

月、5月の3回開催予定） 

(4)親睦活動委員会と出席・ニコニコ箱・ソング委員会

との連携を強化します。 

・ロータリー財団委員会 

(1)ロータリー財団月間に、ロータリー財団関係者に卓

話をして頂きます。 

(2)年次寄付金について、会員一人当たり180ドル以上

のご協力をお願い致します。 

(3)ポリオプラス寄付金について、会員一人当たり 30

ドル以上のご協力をお願い致します。 

なお、(2)(3)につきましては、前期・後期の会費徴収時

に合わせて、皆様に一律にご協力をお願いしています。 

・公共イメージ委員会 

(1)例会や行事を週報に掲載し、活動報告として保存し

ます。 

(2)各委員会活動は公共イメージ委員会でWEBサイト

に掲載します。そのため委員会に働きかけ、一般に

周知できるような写真を提供して頂きます。 

(3)ホームページの活用に於いて、新年度のアップデー

トをスムーズに行い、クラブの情報を適切に発信し

ます。 

(4)「ロータリーの友」に掲載してもらえる事柄を見つ

け、積極的に応募します。 

 

 1 年間、皆様のご協力を得て、順調に活動していき

たいと思っていますので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

 

 

【地区出向者挨拶】 
 

【地区米山奨学委員 河村善一会員】 

 地区に出向して今年で3年目 

になります。何をしているかと 

言いますと、地区内のクラブで 

お世話をして頂く米山奨学生の 

選抜、卒業後の奨学生などが運 

営している学友会のバックアッ 

プなどをしています。橿原RC 

の名に恥じないよう、しっかり 

活動していきたいと思います。 
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【地区国際交流副委員長 髙橋 靖会員】 

 先ほど辻田常任委員長からも 

お話し頂きましたが、今年度の 

ロータリー国際大会はオースト 

ラリアのメルボルンで開催され 

ます。大会には一人でも多くの 

方にご参加頂きたいと思ってい 

ます。後日ご案内致しますが、 

11月には国際大会の説明会も開 

催されますので、お時間のある 

方はご参加頂きますようよろし 

くお願い致します。なお、12月15日以降になると、

国際大会の登録料が上がりますので、なるべくお早め

にご登録をお願い致します。 

 

 

【地区補助金委員 田中麻呂会員】 

 地区に出向して2年目を迎え 

ます。委員会で行っていること 

は、地区内のクラブから申請さ 

れた補助金事業について、クラ 

ブにアドバイスをし、事業内容 

を精査します。また、「財団補助 

金申請ハンドブック」を毎年発 

行していますが、毎年細かく内 

容が変わりますので、変更内容 

の精査も行っています。8月に 

はその変更内容に関する、クラブ向けのセミナーが開

催されますので、現在はそのセミナーに向けて委員会

を開催し、準備を進めています。 

 地区に出向して得たことを橿原RCにフィードバッ

クできるよう、頑張っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
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 

 

８月１２日（金） 

休会 

 

８月１９日（金）≪第２例会≫ 

2014-15年度 第2650地区ガバナー、 

華厳宗 大本山 東大寺 長老 

北河原公敬氏 

担当：プログラム委員会 

 

８月２６日（金）≪第３例会≫ 

納涼例会 

担当：親睦活動委員会 

 
【同好会】 
書道同好会 

※8月お稽古日は未定 

 

【RAC例会】 
〔橿原オークホテルにて、午後7時30分～9時〕 

７月２７日（水）≪第２例会≫ 

「高齢者を取り巻く問題について 

理解と対策を考える例会」 

 

８月１０日（水）≪第１例会≫ 

ビアガーデン例会 

 

 

※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 
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