
 
 
 

 

   

  

  

 

 

 

 
 
 

 
 

第 3121回例会報告書 
2022（令和4）年8月5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   森 範子会員 
 

 

 

 

 

 

 

 

◎土用行も無事に成満致しました。例会を 2回連続で
欠席致しましたので。 ････････････辻田真海会員 

◎誕生日お祝い 

野口洋司会員（8/11）  原田杏子会員（8/22） 

◎入会お祝い 

増田善昭会員（32年） 山川 賢会員（19年）  

平田博也会員（16 年） 羽根史朗会員（32 年(再)） 
松井大典会員（9年）  尾上隆志会員（7年） 

 

 

 

○皆様こんにちは。本日は別室で食事を食べて頂く形
に変更させて頂きました。今後も感染予防を心掛け
て例会を開催していきたいと考えています。納涼例
会についても、橿原での夜間例会として形を変えて
開催する予定です。今年度はコロナの影響はあまり
ないのではないかと思っていましたが、7 月から
徐々に感染者が増え、過去最多を記録する日もあり
ました。ここ数日は天候もあまり良くなく、先ほど
も滝のような激しい雨が降っていました。山形や新
潟の方では川が決壊するなど、各地で大変な状況に
なっているようです。コロナで大変な上に被災され
た皆様には心よりお見舞い申し上げます。 

  そのような中で、ロータリーの在り方もだんだん
と変わってきています。今年度のテーマで「多様化
する社会に対応し」と述べていますが、これからは
感染対策としてハイブリッド方式での例会開催など 

 

 

 

 

 

 

 

 

を考えていきながらも、皆様と顔を合わせることを
前提に、できる限り例会を開催していきたいと考え
ています。今後、感染状況によっては例会変更等の
可能性もありますが、皆様のご理解を頂きながら進
めていきたいと考えていますので、ご出席頂きます
ようよろしくお願い致します。 

 

 

 

△8月誕生日 

野口洋司会員（8/11）  永田晶三会員（8/4） 

仲谷 登会員（8/26）  中井美和会員（8/16） 

原田杏子会員（8/22）  宇田麻衣子会員（8/23） 

※仲谷 登会員は本日ご欠席のため、還暦お祝い品
は郵送させて頂きます。 

△8月結婚記念日 

 鵜山 学会員（8/12） 

△8月入会 

増田善昭会員（32年） 米田常彦会員（19年） 

山川 賢会員（19年） 平田博也会員（16年） 

密門裕範会員（16 年） 羽根史朗会員（32 年(再)） 
松井大典会員（9年）  尾上隆志会員（7年） 

林田一真会員（3年）  中井美和会員（1年） 

△次週 8月 12 日（金）は休会で、次回の例会は 8月
19日（金）です。卓話講師として北河原パストガバ
ナーにお越し頂きますので、是非多くの方にご出席
頂きますようよろしくお願い致します。なお、8 月
10 日（水）～16 日（火）まで事務局を休局とさせ
て頂きます。緊急の際の連絡は幹事 尾上までお願
い致します。また、8月26日の納涼例会は大阪での
開催を予定していましたが、昨今のコロナ感染状況
により、開催場所を橿原に変更させて頂くこととな
りました。時間・場所については後日改めてご案内
させて頂きます。 

△前回7月22日の卓話講師としてお越し頂きました、
錦織病院 理事長の錦織方人様よりお礼状を頂き
ました。掲示板に貼っていますのでご覧ください。 

△公式訪問事前アッセンブリーについて 

 日時：9月2日（金）例会後13:45～ 

場所：THE KASHIHARA 明日香･浄御原の間 

ＫＡＳＨ ＩＨＡＲＡ 
ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ 

 
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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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54名 
(8/5)       出席者32名  出席率63.26％ 
(7/22補正)    〃  23名    〃 50.0％ 
 

幹 事 報 告 

８月は、「会員増強及び新クラブ結成推進月間」  
（Membership ＆ New Club Development Month）です。 

 
 

 



理事役員・委員長・副幹事・副SAA・地区出向委
員・入会３年未満の皆様にご案内をポスティングし
ています。当日は甲村ガバナー補佐もご出席されま
すので、該当される皆様はご出席頂きますようよろ
しくお願い致します。なお、委員長が欠席される場
合は、代理の方のご出席をお願い致します。 

△ガバナー公式訪問合同例会について 

 日時：9月8日（木）12:30開会 

 場所：THE KASHIHARA 畝傍・耳成の間 

  会員皆様にご案内をポスティングしています。あ
すか RC・やまとまほろば RC と合同で、ホストは
あすかRCです。日程は9月8日木曜日ですのでお
間違えの無いようよろしくお願い致します。 

△ガバナー公式訪問 会長・幹事・役員・地区出向者
懇談会について 

 日時：9月8日（木）公式訪問合同例会後13:45～ 

 場所：THE KASHIHARA 藤原の間 

役員・地区出向の方々にご案内をポスティングし
ていますので、ご出席頂きますようよろしくお願い
致します。 

△ロータリー日本財団より確定申告用寄付金領収証が
届いていますのでポスティングしています。領収証
は原則として再発行されませんので、確定申告時ま
で大切に保管頂きますようお願い致します。 

△例会変更ほか（詳細は掲示板にて。） 

・やまと西和RC 

 ①8月23日（火）・9月6日（火）・13日（火） 

  ZOOMとリアル例会のハイブリッド方式に変更 

  →13:00～於：やわらぎ会館3階研修室 

 ②8月 30日（火）変更→12:45～於：信貴山料亭旅
館みよし 

 ③9月20日（火）休会 

 ④9月27日（火）ガバナー公式訪問のため、変更 

  →9月22日（木）12:20～於：信貴山成福院 

 ※いずれもビジター受付なし。 

 

 

 

○親睦活動委員会：安永吉伸副委員長 

・納涼例会について 

  8月26日に開催を予定していた納涼例会は、場所
が大阪から橿原に変更となり、夜間例会という形で
の開催となります。この例会ではウクライナ支援が
一つのテーマとなっています。ウクライナ大使館よ
り取材の許可を頂きましたので、皆様から義援金を
お預かりし、大使館へお持ちしたいと考えています。
お帰りの際に、皆様のお気持ちを募金箱に入れて頂
きますようご協力をお願い致します。なお、取材し
た内容は 26 日の夜間例会にて動画で上映させて頂
く予定ですので、楽しみにして頂ければと思います。 

 
 

 

・新入会員自己紹介 
担当：会員増強委員会 

【河村善一委員長】 

 過去 2 年間で 20 名が入会され、今年度はどこまで
できるかというところですが、皆様お一人お一人の意

識が大事ですので、会員一丸となって会員増強を進め
ていきたいと考えています。 

 本日の新入会員自己紹介は上田充希会員と宇田麻衣
子会員ですが、残念ながらお二人とも本日の例会には
ご出席されていません。上田会員は風邪のため大事を
とってご欠席、宇田会員はご家族がコロナ陽性でご自
身も濃厚接触者のためご欠席です。そのため、お二人
には自己紹介の動画を撮影して頂きましたので、本日
はその映像をご覧頂きます。 

 

・上田充希会員（2021年11月1日入会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の 11 月から入会させて頂きました上田充希と
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。 

今回、体調不良のため例会を欠席してしまい申し訳
ございません。また、お聞き苦しい点があるとは存じ
ますが、ご容赦頂きますようお願い致します。 

私は昭和60年生まれ、今年で37歳になります。私
が代表を務めている会社は 2 社ございます。1つは南
都公益社。こちらは父が母と結婚をした時に小さな花
屋から始め、葬祭業を母方の祖父から習い、昭和61年
に株式会社 南都公益社を創業致しました。 

もう1つは株式会社ナント特殊自動車。霊柩車やマ
イクロバスといった車を貸し出す事業として平成 14

年に創業致しました。 

私の父は、仕事に関してはストイックでプライベー
トではとても頑固者で言い出したら聞かない性格で、
家庭に対しても全然省みない父でしたので、私が南都
公益社に入社してからも決して良好な関係ではありま
せんでした。そんな父が、葬祭業という不定期な仕事
と医者の言うことも聞かない性格が影響し、糖尿病が
進行し目がだんだんと見えなくなり、4 年前に他界致
しました。それから父の机を整理していると『後継者
へ』と綴られたノートがありました。目が見えなくな
るなか記したような字で、仕事に対する姿勢や想いな
どが書いてありました。父が本当にこの会社を愛し、
大事だったんだなと改めて感じたと同時に自分に対す
る思いやりも伝わりました。その時から父の想いを胸
に自分自身精進し、地域の方に必要とされる会社とし
て発展していこうと思いました。 

代表についてからは、会社のシステムを変え、従業
員や顧客の満足度を重視する方針に変えていきました。
また近年ではコロナウイルスの蔓延や物価の上昇など
会社としてのピンチが続きましたが、父の死を乗り越
え、ピンチは自分や会社の成長につながるチャンスだ
と思えるようになっていました。つい最近では、明日
香ハーフマラソンに一切の練習もなしに参加するとい

卓 話 
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う、自作でピンチを作り出すようにもなりました。 

今後の目標として、ロータリークラブの基本理念を
学び、人間として成長していきたいと思っております。
まだまだ何も知らない若輩者で、至らぬ点もあります
が、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。 

 

 

・宇田麻衣子会員（2022年5月1日入会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ルチル取締役 宇田麻衣子です。この度は
伝統ある橿原ロータリークラブに入会させて頂き、あ
りがとうございます。弊社は橿原市十市町にて化粧品
の製造・販売を行っております。他にヌーベル化学工
業・ヌーベル株式会社も経営しており、現在全て代表
は私の父・淺野雄三です。化粧品会社ルチルでは、実
務面では私が主体となり、商品開発・仕入・販売プロ
モーションまで担当しております。ルチルの化粧水・
美容液・乳液・クリーム・まつ毛美容液全てにおいて
こだわりすぎて構想から完成までに2年以上かかりま
した。ルチルはビーナスの輝きを皆様にお届けするス
キンケアコスメブランドです。ぜひお使い頂き、ご自
身のお肌で実感して頂きたいです。今はシミに特化し
た美容液の開発に注力しております。また手指用の消
毒用アルコールが品薄で皆様がお困りの際にはすぐに
製造に携わり、たくさんの方に行き渡り、大変喜んで
頂き、橿原市にも寄贈させて頂きました。 

普段はヌーベルにて主に働いております。ヌーベル
はプラスチックの中空成形・インジェクションの容器・
キャップを製造しております。自社で金型を保有し、
自社商品を販売するメーカーです。お客様のさまざま
なニーズにお応えできる体制も整い、直接取引をさせ
て頂いています。たくさんの金型は弊社の財産で強み
です。小ロットでも柔軟に対応し、迅速、即回答、低
価格にてご提供させて頂いております。8月17日より
新工場にて生産ラインをスタートさせて頂きます。皆
様、新工場のお近くに来られた際にはぜひお立ち寄り
ください。 

家族は主人と私、息子2人の４人で、橿原市に住ん
でいます。元銀行員で融資・外為の輸出入を担当し、
さまざまな経験・失敗もしましたが、今ではそれが役
に立っています。最近は検定資格取得、ダイエット等
自分磨きにも力を注いでいます。子どもたちが私のパ
ワーの源で、特に次男の持病のことでたくさんの方に
助けて頂きました。これからは橿原ロータリークラブ
の皆様と共に、奉仕のお返し、さまざまな地域貢献に
も積極的に取り組んでいきたいと思っております。皆
様ご指導よろしくお願い致します。ありがとうござい
ました。 

・My Rotaryの登録について 
【尾上隆志幹事】 

 以前、松井会員からMy Rotaryの登録方法について
ご説明頂きましたが、現在、当クラブのMy Rotary登
録率は37％となっていますので、90％を目指して、是
非皆様にご登録頂きたいと思います。 

 本日配布させて頂いた資料に、My Rotaryに登録し
ているか否かの一覧表があります。ご自身のお名前の
ところに、登録している方は「Y」、していない方は「N」
と表記されています。「N」の表記がある方は本日の資
料をご参考頂き、是非My Rotaryにご登録頂きますよ
うお願い致します。 

 一つご注意頂きたいことは、お名前のところにメー
ルアドレスが表記されていない方は、国際ロータリー
の会員情報にメールアドレスが登録されていない状態
です。先に、会員情報にメールアドレスを登録しない
と、My Rotaryの登録ができませんので、メールアド
レスを新たに登録する方、登録しているメールアドレ
スを変更したい方は、事務局までお申し出下さい。 

 是非、皆様のご登録をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会ご案内】 
８月２６日（金）≪第３例会≫ 

夜間例会 

（於：THE KASHIHARA） 

担当：親睦活動委員会 

 

９月２日（金）≪第１例会≫ 

「健診の大切さ、認知症検査幹細胞治療による 

認知症治療」 

グランソール奈良 前田尚宏氏 

担当：青少年奉仕委員会 吉川弘晃委員長 

 

９月８日（木）≪第２例会≫ 

ガバナー公式訪問合同例会 

（あすかRC・やまとまほろばRCと合同） 

ホスト：あすかRC 

 

９月１６日（金） 

休会 

 

９月２３日（金・祝） 

休会 

 

【同好会】 
書道同好会 

１０月７日（金）・２８日（金） 

※９月のお稽古は無し 

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〕 

８月２４日（水）≪第２例会≫ 

ゾーン代表公式訪問 

 

９月７日（水）≪第１例会≫ 

国際奉仕① 
 

 
※卓話資料はデータでの提出をお願い致します。 

3 


