
2016 年 12 月 21 日発行 会報 No.22 

クラブ会報委員会   清水 弘志 ・ 清水 毅 ・ 大井 常源 ・ 中東 弘京 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

11 月 30 日 第 1233 回修正  中村栄一会長 折原様、本日卓話、よろしくお願い致します。 

会員数 37 人  谷口宗彦君 折原様、本日の卓話よろしくお願いします。 

出席免除者数 17 人  泉谷良宏君 折原様、本日の卓話まことに有難うございます。 

出席義務者数 32 人  北山勘解由君 大変寒くなりました。ご自愛を。 

欠席者数 9 人  黒田有紀君 17 日(土)に孫二人がマーチングバンド全国大会のため埼玉に行きます。 

出席者数 28 人  海保勝雄君 今年もあと 2 週間となりました。 

補填者数 2 人  倉本堯慧君、服部彰夫君、野崎充亮君、前田隆一君、前田武君、稲田尚紀君 

修正出席者数 30 人   県土木マネジメント部、折原様本日の卓話楽しみにしています。 

出席率 93.75％   

 

幹事報告 

・次週１２月２１日（水）の家族忘年例会、来年１月１１

日（水）の生駒ＲＣとの合同新年例会はいずれも移動

例会です。場所をご確認ください。また、いずれの会

場も駐車場がありませんので、タクシーか公共交通機

関をご利用ください。 

・１２月２８日（水）、来年１月４日（水）は休会です。 

・本日状差しに第６会理事会議事録と年間行事表最

新版を入れていますのでご確認ください。 

 

 

 

お客様のご紹介 

・卓話講師 

奈良県県土マネジメント部 次長 

折原 英人様 

・卓話講師随行 

奈良県県土マネジメント部 地域交通課 

田仲 智子様 

ようこそお越し下さいました！ 
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倉本堯慧ガバナー補佐より 

先日開催されましたロータリー研究会において、RI

の規定変更に対する、日本としての統一見解が出さ

れることを期待していましたが、結局それが示されるこ

とはありませんでした。 

 そこで、刀根ガバナーの個人的見解としてまとめら

れたものがありますのでご紹介いたします。この見解

を踏まえ、クラブが独自に方針を決定し、これまで以

上に有意義な活動を進めて下さるようお願い致しま

す。 

 また、4 月の地区大会を移動例会として頂き、たくさ

んの会員と福井を訪れることを楽しみにしております。

本年度は大規模な昼食会を催されるとのことで、私も

楽しみにしています。 

 
 

委員会報告 

●親睦・ロータリー家族委員会 野口委員長 

家族忘年会が次週 21 日に開催されます。また、来

年の新春例会は、生駒RCとの合同例会です。両日、

両会場とも駐車場のご準備がありません。飲酒を伴い

ますので公共機関、タクシーをご利用下さい。また、

間違えて日航にお越しにならないよう、ご注意下さ

い。 

 

例会報告 

卓 話  

奈良県県土マネジメント部次長 折原英人様 

リニア中央新幹線の現状について 

 
リニア中央新幹線は、「全国新幹線鉄道整備法」に

基づき、昭和４８年に「基本計画」、平成２３年に「整備 

計画」が定められ、主要な経過地に「奈良市附近」と

明記されています。新幹線は基本計画の決定された

ものから整備が進められているところですが、リニア中

央新幹線はＪＲ東海が自己負担を前提に手続きを進

めることを意思表明したことから、全幹法に基づく手

続き進められることになりました。 

 
 現在は、東京－名古屋間の工事が進んでおり、南

アルプストンネルや品川・名古屋のターミナルなど難

工事も始められました。一方、名古屋－大阪間は環

境影響評価すら着手されておらず、未だルートや駅

位置は定められていません。 

このような状況の中、政府ではこの夏、財政投融資

を活用して全線開業までの期間を最大８年前倒す方

針を表明し、先月末には初回の融資が実行されたと

ころです。 

 
 本県では、建設促進に向けて要望活動や事前準備

を進めているところで、ルート及び駅位置の早期確定

及び一日も早い全線開業を目指し、引き続き取り組

んでいきます。 
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新年合同例会のご案内 

○場所：「ａｋｏｒｄｕ：アコルドゥ」  

モードスパニッシュ料理 

所在地：奈良県奈良市水門町 70-1-3-1     

TEL：0742-77-2525 

 

 
 

 
 

○日時：2017 年 1 月 11 日水曜日 １８：００~ 

※会場設営の関係上 

１７時４０分以降にお越し下さい 

 

○アクセス：近鉄奈良線 奈良駅より徒歩 6 分  

JR 奈良線 奈良駅より徒歩 16 分 

※お車でお越しの場合、県庁東の駐車場をご利用

下さい 

※レストランには駐車場がございません、 

タクシー等、公共交通機関にてお越し下さい。 

 

2016-17 年度結婚記念日お祝い 

 

海保 勝雄君 伊佐子様 60 周年 

服部 彰夫君 八榮子様 50 周年 

野崎 充亮君 カヨ様 50 周年 

中東 弘京君 紗和子様 45 周年 

伊東 月臣君 友子様 45 周年 

木平 正君 喜美代様 40 周年 

喜多 永治君 定子様 30 周年 

八尾 俊宏君 真裕美様 20 周年 

野口 創君 張錦秋様 20 周年 

谷口 宗彦君 彩綾子様 15 周年 

 

みなさま、おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

本日のレストランのご案内 

○場所：「リストランテ オルケストラータ」 

〒630-8212 奈良県奈良市春日野町 101 

（奈良春日野国際フォーラム甍 1F） 

TEL. 0742-20-7321 

 

○アトラクション：恒例のビンゴゲーム、さらに歌手「角

田睦美」さんによるショー等 

 

○お料理： 

四季折々の美しい自然に恵まれた場所で、古の都・

平城京の神々からインスピレーションを享受する。吉

越シェフが創造する料理は、そのすべてを五感で楽

しむことができるオリジナリティに溢れた表現が特徴と

なります。奈良発のイタリア料理をオルケストラの調べ

とともに発信いたします。 

（※2017 年ミシュラン１星獲得店） 
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家族忘年例会スケジュール 

 


