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ごあいさつ 

クラブテーマ   和と創造 

伝統と品格ある大和高田ロータリー・クラブの第 50 代会長を拝命し、

身に余る光栄と改めてロータリアンを志すものの自覚と、多くの事業

の中で今何をすべきかを考えるとき、その責任の重大さを痛感してお

ります。会長の役割と責務には「クラブが効果的に機能するよう指導

する」ということで次の５つのものがあります。 

 ・会員基盤を維持、増強する。 

 ・地元社会および海外の地域社会のニーズに取り組む成果溢れ

るプロジェクトを実施する。 

 ・プログラムへの参加と資金寄付の両面を通じてロータリー財団を

支援する。 

 ・クラブ・レベルを超えてロータリーで奉仕できる指導者を育成す

る。 

 ・職業奉仕をよく理解し、高い倫理性の推進をおこなう。 

半世紀経った今、一人ひとりがロータリーの基本「奉仕の理想(理念)」を再確認することも必要であ

ります。ロータリーには「入りて学び、出でて奉仕せよ」 “Enter  to  learn，Go forth to serve 
“という標語があります。一週一回の例会に集い、例会の場で、職業上の発想の交換を通じて、分

かち合いの精神による事業の永続性を学び、友情を深め、自己改善を計り、その結果として奉仕

の心が育まれてきます。この例会における一連の活動のことをロータリーでは親睦（＝友愛）と呼び、

例会で高められた奉仕の心をもって、それぞれの家庭、職場、地域社会に帰り、奉仕活動を実践

します。これが理想的なロータリー・ライフでしょう。また、言うまでもなく趣味などを通じて友をつくる

ことも大事なことであります。クラブの継続とさらなる発展のため総力をあげ、よき伝統である「言い

たい言いの怒りっこなし＝和」を旨とします。ジョン・ケニーＲＩ会長の「ロータリーの未来は

あなたの手の中に」、富田謙三ガバナーの「育てよう、人。」の下、会員一人ひとりの「資

質の向上＝ロータリーを楽しく理解」することがクラブの未来をより良く発展させるもの

となりましょう。「ほんとうにロータリーに入ってよかった」良い人と出会った、よき友

を得たと言えるようになることが、真のロータリアンになることではないでしょうか。ま

た、後輩を育て、新しく創造が生まれていくことにより、ロータリーの歯車は回っていく

と思います。 

本年度は特にクラブ創立 50 周年の準備年とし、「和と創造」をクラブテーマにし、会員

皆さまと共にさらなる継続的発展に努めます。皆さまのご指導、ご協力の程よろしくお願い申し

上げます。 

 

◆本年度の基本方針 

・奉仕プロジェクト： 近隣地域社会を中心とした有効な奉仕活動を開発し、記憶に残る奉仕を実

践しよう。基本となる職業奉仕理念を再確認し、高い倫理性の推進をしよう。 

・クラブ管理運営： ＣＬＰに基づく効果的なクラブへの改革を推進しよう。充実した親睦、研修活動

を行う。会員・家族を含む同好会の拡充や出席率の向上を図る。 

・会員増強・広報： 会員の増強・退会防止(実増 1 名以上と 80％以上の会員維持)、広報活動（行

事活動、ロータリー情報含む）を効果的な対策を考えよう。3 年後には会員 100

名以上を維持しよう。 

・財団・米山奨学会： 財団・米山記念奨学会を理解し、RI、地区の要望等に基づき計画的な寄付

をおこなう。地区補助金の利用を検討しよう。 

・会員研修： クラブ研修リーダーの下、計画的に研修プログラムをつくろう。 

・その他: クラブの 50 周年記念事業への協力、行事や委員会の報告を徹底する。 



2009-10 年度の主な行事 

主な出来事 主な出来事 

7

月 

・委員長方針報告 
・広報・雑誌合同委員長会議 
・新世代担当会議 
・奈良県知事、奈良新聞、奈良テレビ表敬訪問

・長期欠席会員へお見舞い 

1 

月 

・国際協議会（18-24 日） 
・クラブ親睦家族会（劇団四季、Hilton.H） 
・ロータリー情報(卓話) 

8

月 

・富田謙三ガバナー公式訪問 
・吉井英一郎新入会 
・地区財団研修セミナー 
・職業奉仕委員長会議 
・第 1 回米山奨学会クラブ委員長会議 
・地区別情報集会開催(会員増強フォーラム) 
・クラブフォーラム（クラブ奉仕） 
・クラブ満足度・活力テスト実施 

2 

月 

・第 2 回地区合同委員会 
・第 5 回クラブフォーラム(国際奉仕) 
・第 2 回奈良県下会長・幹事会 
・地区職業奉仕講演会 
・ロータリー創立 105 周年(23 日） 

 
・第 2 回地区チーム研修セミナー 
・第 1 回クラブ長期ビジョン検討委員会

開催 

９

月 

・地区別情報集会(会員増強フォーラム) 
・第 1 回奈良県下会長・幹事会 
・第 2 回クラブフォーラム(新世代) 

3 

月 

・会長エレクトセミナー（PETS） 
・地区別情報集会開催 
・大和高田 RC 創立記念日(28 日) 

10 

月 

・加藤賢一会員退会 
・奈良県下親睦ゴルフ大会（ディアパーク） 
・米山奨学生卓話(ヤンマー・ティンティンヌエ

さん) 
・第 3 回クラブフォーラム(職業奉仕) 

4 

月 

・地区大会(3/4 日) 
・姉妹クラブよりハーグリーブ氏来訪 
・姉妹クラブの再更新と奉仕活動協力等

打ち合わせ 
・規定審議会(25-30 日) 
・姉妹クラブ更新締結書(案)を作成する。 

11 

月 

・新世代奉仕「音楽会」新型インフルエンザの

為取り止め 
・第 4 組 IM「増強について」など 

講演「日本よ、勁き国となれ」櫻井よしこ氏

・消防フェスタ(献血運動) 
・第 4 回クラブフォーラム(社会奉仕) 
・大和高田市へ防災グッズ寄贈 
・例会場、新ピアノ披露音楽会 
・第 1 回クラブ指導者セミナー 

５ 

月 

・規定審議会による、定款・細則・内規

の改正案を作成し、提示する。 
・地区協議会(福井市内 8 日) 
・委員会別情報集会（最終報告書作成依

頼する） 
・平城遷都 1300 年祭、移動例会開催(平
城宮跡資料館、25 日) 

12 

月 

・総会 次次年度会長指名、次年度役員・理事

選出 
・中垣人美、牧浦徹新入会 
・WCS の奉仕活動（卓話） 
・委員会別情報集会(フォーラム) 
・クラブゴルフコンペ（趣味の会） 
・南輪会囲碁大会（ホスト） 
・上半期会計報告 

６ 

月 

・「クラブの長期計画書」を作成完了する。 
(8 日) 

・第 3 回奈良県下会長・幹事会(12 日) 
・国際大会（カナダ、モントリオール） 

20-23 日 
・委員会報告 
・会長・副会長・幹事退任挨拶 

 

 



奉仕プロジェクト（Project of Service） 

社会奉仕（Community Service） 

11 月 15 日 消防フェスタ協力と献血支援、

高齢単身者への防災グッズ寄贈、大和高田市

内の公園に植樹する。 

 

職業奉仕（Vocational Service） 

10 月 27 日 高田・香芝の両警察署の優秀

警察官(7 名)に「職業奉仕賞」と記念品、お

よび警察署

に備品を贈

る。 

 

 

新世代奉仕 (New Generations Service) 

1月25日 特別支援学級の中学生が作るカレンダー制

作支援として広報・印刷活動を行う。（新世代育成基金

受賞）、ローターアクトクラブに支援、指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際奉仕(International Service) 

交換留学生の支援、東南アジア諸国のクラブとの

連携を検討する。ハーブリーブス氏、来例会 

(オーストラリア Lismore-West RC)姉妹クラブ

の再締結する。(6 月 1 日) 

10 月 20 日 米山奨学生（ミャンマー）  4 月 13 日リズモー西 RC ハーグリーブス氏 

ティン・ティン・ヌエさん 

クラブ奉仕(Club Service) 

←例会   クラブ協議会 

10 月 29 日 ピアノ弾き染め         11 月 24 日 虎の会の残念会 



8 月 18 日 2650 地区富田謙三ガバナー公式訪問 

11 月 14 日 IM 新奈良公会堂 

「会員増強について」杉田会長スピーチ 

講演「日本よ、勁き国になれ」櫻井よしこ 

 

 

 

11 月 28 日  

   第 1 回クラブ研修リーダーセミナー 

 

 

 

12 月 5 日 

新世代セミナー 京都商工会議所 

 

 



 12 月 24 日 クリスマス RAC の例会    3 月 28 日 香芝地区親睦会 賢島 CC 

1 月 12 日 新年の第 1 例会       1 月 24 日 親睦家族会（HILTON 大阪） 

 

 

 

 

 

 1 月 24 日 受付風景（劇団四季）      1 月 24 日 樫根親睦委員長 

 

1 月 24 日午後よりミュージカル WICKED(劇団

四季)を観劇後ホテル HITON にて家族そろって

親睦懇親会を開催 130 人以上参加して頂きまし

た。 

 



4 月 4 日 地区大会(2 日目) 京都国立国際会館前 

11 月 19 日地区ロータリー情報委員長(卓話)    5 月 11 日「囲碁について」(卓話) 

2650 地区ガバナー月信(1 月号)に投稿 

「同好会に補助金制度！」 

３月 30 日(卓話) 

落語 桂しん吉師匠 

 

 

 



会員増強(Club Service) 

 2009-10 年度: （正会員数）期首：95 人、期末：98 人 

 入会者：4 人 退会者：1 名(純増 3 名) 

▼入会者(4 人)                     ▼退会者(1 人) 

 

吉井 英一郎君（広陵）    中垣 人美君（高田）     加藤 賢一君(高田) 

米寿お祝い 

  村山達之助会員  奥本幸卯会員 

 

 牧浦 徹君(香芝)      林田 光治君（広陵）  

2010 年 6 月 29 日現在  在籍表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会員構成(名誉会員数：2人) 

正会員数 98 人 

平均年齢 64.7 才 

最高年齢 89.8 才 

最低年齢 43.2 才 

出席義務者 63 人 

出席免除資格者 35 人 

R 歴平均年数 16.1 年 

名誉会員数 2 人 

本年度入会者数 4 人 

本年度退会者数 1 人 

年 氏 名 入会日 入会時の会長 

20 竹村惠史 1989/12/19 赤井康純 

25 田津原昭三 1984/11/06 小原冨十郎 

30 吉川廣一 

松村實秀 

平井秀行 

岡本吉行 

吉村元嗣 

1979/11/06

1979/11/06

1979/11/06

1980/01/08

1980/01/08

杉田仁作 

野村與志忠 

40 喜夛正則 

中井博 

柴田修 

1970/02/24

1970/02/24

1970/02/24

村嶋忠一 



 

 

 

                          2010年6月29日現在 



広報(Public Relations) 

 ロータリーの歴史、綱領及び規模を一般に知らせる宣伝方法を考案し、実施する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  新聞紙掲載履歴 

2009 年 7 月 22 日朝刊 

2009 年 10 月 28 日朝刊(２紙) 

2010 年 2 月 3日朝刊(１紙) 

2010 年 2 月 10 日朝刊(2 紙) 

2010 年３月 14 日朝刊(2 紙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研修・クラブ長期計画 

 本年度は、クラブ創立 50 周年の準備年

として、クラブの効果的に機能していく

ためにも、クラブの長期ビジョン策定を

計画しました。 

2009 年 8 月には、クラブ会員の皆様の

クラブの満足度テスト、活力テストを実

施しクラブの現状を検討し、将来名実と

もに地域や国際的にも着実な奉仕活動

を推進し得るよう、会員にとっては真の

ロータリアンを目指す。 

「長期ビジョン検討委員会」を 6回開催し、2010 年 6 月にクラブの長期計画を作

成しました。これは提言として考えて戴ければ幸いです。今後、クラブ指導者は

長期計画、単年度計画作成時、是非ご参考にして下さい。 

○クラブ長期計画の作成 

○新入会会員には入会直前にオリエンテーションを行う。 

○新会員(入会 3年未満程度の会員)に対して年 2回ロータリー研修会を実施 

 ・ロータリー・クラブの管理運営について 

 ・ロータリーの基本理論と歴史 

＜PPT 等を使って分かりやすく研修＞ 

○クラブ研修リーダーによる研修 

今後は、ロータリー歴の長い会員に対し

ても、ロータリーの研修は｢クラブ研修

リーダー｣を中心に行われる。2010 年度

から、2650 地区もロータリー・リーダ

ーシップ研究会（Rotary Leadership 
Institute(RLI）が導入されます。 

■ロータリー財団 への寄付(寄付合計(Total): 24,342.05 $) 

●年次寄付(Annual Giving)：212$/人達成(目標：160$以上) 
●恒久寄付(Permanent Fund)：3,000$ (3 人) 
内訳(Breakdown) 
・ポリオ(Polio Plus Challenge) :  2009-10 年 1,077.78$   
  年次寄付(Annual Giving) :  20,264.27$, 

Note; 2007,Dec－2010,May :  2,157,33$ 

■米山奨学会への寄付 

●特別寄付：¥ 1,648,000 
●普通寄付：¥ 480,000/96people(¥5,000/man) 会員数 97 人（2010 年 1 月 1 日） 

合計(Total) ¥2,128,000 円※目標 24,000 円/人、実質 2１,９３８円/人であった。 

■地区経由の義援金・寄付 
 兵庫県西・北部集中豪雨:10 万円、台湾台風：3 万円、ハイチ地震：5 万円、拉致:16,435 円等 



2009-10 年度 大和高田ロータリー・クラブ 

（役員・理事） 

杉田 博 会長 黒松 健クラブ管理運営委員長（副会長） 大武 正則 幹事 

中井隆男 会員増強委員長 

（直前会長） 

酒本昌彦奉仕プ ロ グ ラ ム委員長 

(会長エレクト) 
黒川 一夫 会計 

井上繁未 S.A.A 柴田修 広報委員長(元会長) 桑雅宣 職業奉仕委員長 

長谷川芳己 社会奉仕委員長 中堀克己 国際奉仕委員長 出川裕一 新世代委員長 

 

 

 



2009-10 年度 大和高田ロータリー・クラブ 

（理事・委員長） 

 

 

 

脇本吉清 ロータリー財団委員長 田津原昭三 会員選考委員長 岡本吉行 職業分類委員長 

植野昭三 ロータリー情報委員長 吉村忠雄 会報・資料委員長 枡岡進 雑誌・IT 委員長 

佐藤佳雄 米山奨学会委員長 高木美香 ローターアクト委員長 中川芳一 出席委員長 

樫根正起 親睦委員長 船木克容 プログラム委員長 森田康宏 ニコニコ委員長 



2009-10 年度 大和高田ロータリー・クラブ 

（委員長） 

2009-10 年度 ２６５０地区委員(5 名) 

2009-10 年度 RI 会長・2650 地区ガバナー 

安田志郎 健康管理委員会 足髙善徳 趣味の会委員長 吉村 元嗣クラブ研修リーダー 

2650 地区 村島靖一郎研修委員会委員 吉田暁 ロータリー情報委員会委員 

高橋正典ローターアクト委員会委員 井上繁未 広報委員会委員 杉田博 マニュアル編集委員会委員 

富田謙三ガバナー John Kenny(Scotland)

 

クラブバナー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30th June 2010 

Editor;H.Sugita  


