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2016-17 RI テーマ                                         2016-17 地区スローガン 

 

会   長   中 村  栄 一 創   立  1990 年 9 月 12 日 事務局 〒630-8115 

副 会 長   梶 本  真 也 例 会 日  毎週水曜日 18:00～ 奈良市大宮町 2-1-1-205 

幹   事   谷 口  宗 彦 例 会 場  ホテル日航奈良       TEL 0742-30-5511 

会場監督   喜 多  永 治         TEL 0742-35-8831       FAX 0742-30-5512 

 

出席報告  ニコニコ報告 

8 月 31 日 第 1221 回修正  中村栄一会長 西田先生、本日宜しくお願いします。 

会員数 38 人  倉本堯慧君 本日、2750 地区東京恵比寿ロータリークラブを訪問しバナーを持ち帰りました。 

出席免除者数 17 人  泉谷良宏君 西田さん、本日は卓話よろしくお願いします。大変ご無理申し上げました。 

出席義務者数 30 人  谷口宗彦君 西田先生、卓話よろしくお願いします。若手が知らない創立当時のお話楽しみにしています。  

欠席者数 13 人  影山大君 2 年間大変お世話になりました。皆様、お身体を大切に今後も頑張って下さい。 

出席者数 25 人  西田正秀君 妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。  

補填者数 3 人  木平正君 影山さん、残念です。仙台で飲み過ぎないように！！ガンバッテ下さい。 

修正出席者数 28 人  梶本真也君 9 月 6 日～9 日マスターズ大会が秋田で開催され、奈良県 15 位でした。個人は 141 名中 32 位でした。 

出席率 93.33％  矢野兵治君、野崎充亮君、稲田尚紀君、前田武君、服部彰夫君、小鍛冶英一君 

   川口勝久君、黒田有紀君、北山勘解由君 西田先生、本日は卓話楽しみにしています。 

 

影山会員より 

2 年間という短い間でしたが、奈良東ロータリークラ

ブの皆様には大変お世話になりありがとうございまし

た。仙台に赴任となりますが、また何かの機会に再会

を果たしたいと思います。後任者も入会させて頂くこと

となると思いますが、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

幹事報告 

・９月２１日（水）の創立記念例会は上着とネクタイを

着用してください。 

・１０月５日（水）のクラブ協議会に各委員長は必ずご

出席ください。やむを得ず欠席される場合には副委

員長に出席してもらうようにしてください。本日配付し

たクラブ概況報告を持参してください。 

・１０月１２日（水）の例会場は奈良ロイヤルホテルとな

ります。ご注意ください。 

・１０月１９日（水）はガバナー公式訪問ですので，必

ずご出席ください。 

・第３回理事会議事録を状差しに入れてますので，ご

確認ください。 
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・第４回理事会を９月２８日（水）午後４時４５分～開催

します。理事役員の方，ご注意ください。 

・１１月２７日（日）に東京でロータリー財団１００周年記

念シンポジウムが開催されます。開催要項をホワイト

ボードに掲示していますので，ご確認ください。参加

希望の方は武藤さんまで。 

・１２月２日（日）奈良ホテルにて，国際ソロプチミスト

奈良によるチャリティーバザーが開催されます。案内

を帆ワイドボードに次週以降掲示しますので，ご確認

ください。招待券を頂いていますので，参加希望の方

は武藤さんまで。 

  
 

倉本会員より報告 

先日、東京恵比寿ロータリークラブを訪問しました。

有名な方も会員として参加されていまして、ちょうど

2750 地区のガバナー補佐訪問の日程とも重なり、大

歓迎を受けました。 

バナー交換をいたしましたので、週報共々回覧い

たします。当クラブにおいても他クラブへの訪問、メー

キャップを積極的に勧めて頂くようお願いいたしま

す。 

 
 

 

 

米山功労者表彰 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、北

山会員に米山功労者表彰の伝達がありました。 

 

 

委員会報告 

●社会奉仕委員会 伊東月臣委員長 

秋の交通安全運動決起大会が今月 21 日に学園

前ホールで開催されます。参加できる会員の皆様は

ご参加をお願いします。社会奉仕事業について、本

日委員会を開催し詳細を詰めて参ります。ご協力を

宜しく願いいたします。 

 
 

●国際奉仕委員会 中東弘京委員長 

来る 9月 21日は創立記念例会です。韓国沙下RC

の来訪などに関し、皆様のご協力をお願いいたしま

す。また、福島郡山東 RC の往訪についても本日より

出欠確認を回します。皆様の参加をよろしくお願いい

たします。 
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例会報告 

【会員卓話】 

●西田正秀君 奈良東ＲＣ創立当時を振り返り 

 
奈良東ロータリークラブは１９９０年９月１２日に創立

されました。 

スポンサークラブである奈良クラブでは、以下のよう

なスケジュールで新クラブの創設にかかられました。 

 

１ 設立に至るまで（拡大委員会、委員長 松倉Ｄｒ） 

２月 １日（第１回） ４月２６日（第４回）メンバー１８

名決定 

５月１０日（第５回） キーメンバー決定５名 

６月 ７日 メンバー予定者による奈良クラブ例会

見学 インフォメーション 

６月１４日 １０名見学 インフォメーション 

６月２８日 ５つのこと決定 

    ①クラブ名 

    ②創立総会：９／１２、奈良ホテル 

    ③会長、幹事、会計の予定者 

    ④例会場：奈良ホテル別館 

    ⑤例会日：水曜日 午後６時 

７月 １日 中野ガバナーによる 杉山特別代表委

嘱 

７月 ４日 事務員採用、事務局を奈良ホテル内に

設置決定 

 チャーターナイト（認証状伝達式）１９９１.２.９ 

        場所：県新公会堂に決定 

８月２２日 ８月２９日 ９月５日 模擬例会 

そして、９月１２日奈良ホテルで創立総会（奈良クラ

ブによる。奈良東ロータリーメンバーは「お客さん状態」

でした。） 

 

２ 次の９月１９日から見守られながら、例会を自前で

出発させました。 

例会場は、近鉄奈良駅ビルの「奈良ホテル別館」レ

ストランを仕切った会場で。交通に便利なところであ

ったので、ビジターは多いときは１０数名、少ないとき

でも２～３名、拡大に携わった奈良クラブの委員は、ヒ

ナが育つのを見届ける気持ちで出席されていました。 

 

 
３ 毎例会１０名近くロータリアン（ビジター）を迎える

ので、緊張の連続でした。創立当時の会員の平均年

令は４９歳、若かったし、例会は１００％出席すべき、と

いうことを含め厳しい指導を受けて、私達もそんなも

のだと受けとっていたので、真面目に守り、「教育的

効果」が上がったようで、ともかくも当時活力がありまし

た。 

・出版物の図柄 チャーターナイト案内印刷物 

 ・幹事としては、緊張しすぎて様々の失敗がありまし

た。今は全て懐かしいです。 

 

  ２年目 例会場、ホテルの撤退に伴う移転を迫ら

れ、奈良パークホテルに決まりました。そして新事務

局設置、事務局員採用 

それから２６年、奈良東ＲＣは成長したか？私達ロ

ータリアンはどうか？ 

 

 
４ ロータリークラブに関して私が重要だと感じている

ことについて 

例会出席（週１回）、メイクアップ、特に例会は何故

必要か？について 

 

 

 



Nara East Rotary Weekly Bulletin 
 

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 

 

５ ロータリーの案内に関して 

今期の、刀根荘兵衛ガバナー月信に注目して下さ

い。 

ロータリーコラム、ロータリの歴史、現在で３回目だ

が、今まで知らなかったことを多く知ることができ大変

有益です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

君が代 

 

君が代は 

千代に八千代に 

さざれ石の 

いわおとなりて 

こけのむすまで 

千年古都 

 

耳澄ますわれら  あきらかに聞く 

遠くへだてし天平の  雅びの音の 

Now we meet  未来にむけて 

雅びやかに  Through I serve 

애국가／愛國歌 

 

東海물과 白頭山이 마르고 

닳도록 

하느님이 保佑하사 우리 나라 

萬歲 

 


