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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２００９～１０年度
  第２６５０地区のテーマ
『育てよう人』
  国際ロータリー第２６５０地区
  ガバナー　富田謙三
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第20回 12月8日 
通算1486回
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１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「四つのテスト」
３.お客様の紹介
４.会務報告
６．卓話
　「ニューオリーンズ…
　ホールと協会が残った」
　前奈良１００年会館館長
　元ＮＨＫ文化センター
　大阪総支社長　植村　脩　氏
７．閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２００９－２０１０／２1

1

例会状況報告
第20回 12月1日 
通算1485回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1484回　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 47名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 85.2％

1483回の修正　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 43名
●補填者数　　　　 11名
●出席率　　　　 91.5％

1485回例会
会長報告
本日理事会を行いましたが、理事会報告の前に、昨日三笠中学校に於きまして奈良大宮ロ
ータリークラブ主催によります「携帯電話有害サイト対策セミナー」を実施させて頂きま
した。これは当クラブの奉仕プロジェクト委員会の新世代委員会の担当ということで、大
変たくさんの方、１７０名以上の方にお越し頂きました。講師の方から、熱心にいろいろ
事例などをやって頂きました。後ほど、詳しく新生代委員会の方から報告があるかと思い
ます。尚、この会につきましては、月末であり月曜日という忙しい時ではございましたが、
当クラブからたくさんの方に参加をして頂きました。有難うございました。非常に寒かっ
たんですけれど、大変中身のある会だったと喜んでおります。ありがとうございました。
それでは、理事会報告をさせて頂きます。本日４時から第６回目の定例理事会を開催させ
て頂きました。本日の報告は二点あります。一点目は来年から始まります平城遷都１３０
０年祭のロータリークラブとしての取り組み方。これにつきましては皆様方には既に一万
円の寄付ということはお察し頂いている訳ではありますが、その他にその期間中に寄付以
外にロータリーとしての事業を何かやりたい、ということがありまして、その具体的なこ
とにつきまして、どういう内容にするかを企画するということになっております。その事
につきまして、我々奈良大宮ロータリークラブは来年１月、２月にあります県下ならびに
北部鴟尾の会、会長・幹事会で丁度両方とも幹事に当たっておりますので、それまでに企
画を考えて下さい、ということになっております。いま、具体的には、熊本ガバナー補佐、
１３００年祭実行委員会、そちらの方々と色々やっておりますけれど、当クラブとしてこ
れから具体的に進める為に、このクラブの中から１３００年祭の行事に対する事務委員会
の設立をしたいと思っております。人選その他はまだ決まっておりませんが、準備委員会
をつくって原案を作るということにさせて頂きました。尚、最終的にはわたくしどものク
ラブだけがやるのではございませんので、県下１３クラブが協同して行うことになるわけ
ですが、取り敢えずその最初になりますたたき台を我々の方で作る、当然鴟尾の会の方に
もご協力をお願いしておるわけですが、そういうことで進めさせて頂きたいということで、
これを決定いたしました。尚、これに関する県下、ならびに鴟尾の会の会長・幹事会開催
は、鴟尾の会は来年１月３０日、県下の方は来年２月２０日に行う予定でございます。
それからもう一点は、１２月２２日の友愛例会でございますが、これを家族親睦例会とす
る、ということで今日決定を致しました。親睦委員会の方で楽しい企画をまた考えて頂い
ているということでございますので、後でまたご報告があると思います。
以上二点です。報告終わります。

11月30日携帯電話有害サイト対策セミナー
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年次総会
それでは、ただいまより奈良大宮ロータリークラブ細則第４条第１節に基づき、年次総会を開催させて頂きます。細則
第４条第１節に基づき、会長が議長を務めるということになっておりますので、私が議長を務めさせて頂きます。
それではまず、本日の出席報告をお願い致します。
（出席委員会：高辻委員）
会員総数６８名に対しまして、本日出席５１名です。
（冨川議長）
以上のように、定足数１／３以上出席しておられますので、本日の年次総会は成立致します。
平成２１年１０月２７日例会で指名委員会を結成致しまして、先週１１月２４日に指名委員
会の高木委員長より次々年度会長並びに次年度の幹事、会計及び五名の理事の方の指名の発
表がありました。本日その確認をお願いしますということで、改めて高木委員長から発表お
願い致します。
（指名委員会：高木委員長）
先週、指名委員会から、次々年度会長、次年度役員、理事の方のご指名をさせて頂きました。
改めまして確認をしておきたいと思いますので、宜しくお願いします。
次々年度会長として、井上正行さん
次年度副会長として、藤井正勝さん、幹事として、石野捨雄さん、
会計として、植倉一正さん
５名の理事として、楠木重樹さん、谷川千代則さん、橋本和典さん、
小西敏文さん、武藤廣茂さん
以上でございます。
（冨川議長）
有難うございました。以上の方々でございます。今発表されました皆様方にご異議のある方、
いらっしゃいますでしょうか。なければ拍手をもってご賛同とさせて頂きます。
＜拍手＞
ありがとうございました。
これをもって決定とさせて頂きます。
それでは、これをもちまして年次総会を終了させて頂きます。

それではここで、次々年度会長に選ばれました井上さん、次年度会長の矢追さんから会長選
任についてのお話がございます。

（井上次々年度会長）
みなさんこんばんは。次々年度会長候補に選任されました井上でございます。この由緒ある
奈良大宮ロータリークラブの会長として指名されまして、身のひきしまる思いでございます。
と共に、責任の重大さを感じております。
このクラブに入会させて頂きまして１６年、理事役員、各委員会委員長を８回務めさせて頂
きました。また、副委員長３回、カウンセラー２回と務めさせて頂きましたが、まだまだわ
からないところが多々あると思います。幸いなことに会長職まではまだ一年半ございますの
で、もう一度一から勉強していきたいと思いますので、またその節にはみなさまの心温まる
ご支援とご協力をお願い致しまして、挨拶とさせて頂きます。
どうもありがとうございます。
（矢追会長エレクト）
こんばんは。ただいま、年次総会で、次年度理事役員等のご承認を頂きましてありがとうご
ざいます。私もあまり慣れていませんが、次年度理事役員会のみなさんと共にロータリーの
活動をさせて頂きたいと考えておりますので、ご支援、ご協力、宜しくお願い致します。有
難うございました。
（高木委員長）
ただいま指名委員会から指名させて頂いた方々、すべて異議なくご承認を頂戴しました。
これで、我々の仕事も終わりましたので、この指名委員会を解散させて頂きます。以上でご
ざいます。

冨川議長

指名委員会：高木委員長

井上次々年度会長

矢追会長エレクト

次週の例会
１２月１５日　卓話
奈良県総務部知事公室・消防救急課長　岩口　清　様
「奈良県消防の広域化」
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委員会報告
＜親睦委員会・Ｖｉｓｉｔｏｒ報告＞
奈良ロータリークラブより森田宗圓さま（茶道教室）
倉田新世代委員長
　みなさんこんばんは。新世代委員会からご報告とご案内をさ
せて頂きます。
昨日三笠中学校で「携帯電話有害サイト対策セミナー」を開催
いたしましたところ、多数のご参加を頂き無事終了致しました。
参加人数は１７０名で、奈良テレビはじめ、マスコミ各社に来
て頂いて取材を頂きました。内容は、奈良県警察本部・少年課
の南様に事例を含めてご紹介頂きました。今回の主旨にご賛同
頂いて、奈良青年会議所の泉井さまには、上級セミナーを受け
て講師の資格を取って頂き、模擬体験のインストラクターをし
て頂きました。その後、携帯メーカーインフラ３社に来て頂き、
利用者の方からの質疑応答を行いました。今回は会長はじめご
協力頂きました各委員会の委員の皆さん、それと平日の月曜日
にも関わらず多数いただきました会の皆様に、大変ご協力頂き
ましてどうもありがとうございました。
それと案内ですが、今年度もＲＹＬＡの募集を地区の方でして
おります。皆様のご応募、何卒宜しくお願い致します。また個
別にお声を掛けさせて頂きますので、宜しくお願い致します。
多田ロータリー情報副委員長
　先日会長からご案内がありました１１月１８日（土）、地区
の研修委員会というものが新しく出来まして、各クラブに研修
リーダーを設けて、その方たちを集めてのセミナーがありました。
研修リーダーというものの目的は、クラブレベルのロータリー
研修を強化・充実させ、クラブ活性化とクラブ組織強化を図る、
ということでございます。それについて、まず第一番に皆さん
からアンケートのお答えを頂きたいということで、アンケート
用紙を皆さんの状差しに差しております。質問がたくさんあり
まして、文字が非常に小さいのでお歳を召した方は読み難いと思いますので、今この席上で回答せよというのはち
ょっと無理だと思います。お家へお持ち帰りになって次回なり次々回なりにご返事をお願い致したいと思います。
できれば１２月中にすべて回収したいと思いますので、ご協力をお願い致します。
増井親睦活動委員長
　親睦委員会より報告とご案内を申し上げます。
先日、１１月２２日、親睦委員会には連休中の真ん中にも関わりませず、皆さんに参加頂きまして有難うございま
した。また、続きまして案内ですが、１２月２２日に、年末ということでクリスマス例会を開催させて頂くことに
なりました。「やはり年末にはきちんと忘年会をした方が良いんじゃないか」というご指摘を頂きましたので、ク
リスマス例会ということで、家族で雰囲気を楽しんで頂こうということで計画をさせて頂いております。お手元の
方にはすぐご案内が届くかとは思いますが、今回は皆様のお持ち寄りの景品をできましたら配りたいと思っており
ますので、おうちにある物で使わないちょっとした贈り物等で何かございましたら、ご協力のほど宜しくお願い致
します。今回は友愛例会ということで、こちらの方もコラボレーションという形をとらせて頂いております。参加
料は無料とさせて頂いておりますので、ご家族共々ご参加のほど、よろしくお願い致します。今回のメインのゲス
トは、成田会員のご子息のお嫁さんがプロのオペラ歌手であります。その方にクリスマスソングを歌って頂きまし
て、みんなで雰囲気を盛り上げようと企画しておりますので、是非ご参加・ご協力のほど、よろしくお願い申し上
げます。
幹事報告
　年明け１月の行事予定でございますが、当初１月５日が年明けの第一例会・友愛例会、１２日が親睦行事という
ことで振替ということにしておりましたが、その親睦行事が行事の開催の予定が変わり取りやめになりました。と
いうことで、１月１２日、クラブ協議会、後期活動方針発表ということにさせて頂きます。当初１９日に入ってお
りました協議会が１２日にいきますので、１９日は通常・卓話と変更させて頂きます。日程には変更はございませ
んが、内容に変更がございますのでご了承頂きますよう宜しくお願い致します。

携帯有害サイト対策セミナー

携帯有害サイト対策セミナー
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「ロータリーミニ情報」情報委員会　飯田　二昭
～�クラブ例会について　～

今日は、クラブ例会について少し昔話をしてみようかな、と思っております。
特別代表の緒方パストガバナーが創立後１年間、毎例会に出席して頂いて、ロータリーの基本
や例会運営について、いろいろと教えて頂いたことは以前にお話ししましたが、ある時、例
会で「他に委員会報告はありませんか？」ということは言わないように、と言われたことが
ありました。今年度、冨川会長は、「楽しい例会、意義ある例会」をクラブの重点目標に挙
げておられます。「ロータリーの例会はもっとも重要なロータリー活動であって、楽しみな
がら修練を積む道場を提供するものである」「例会はロータリーで最も重要な会合である」
「ロータリークラブは例会によって成り立っている」とか、言われております。
「ロータリーは、クラブ例会が基本である」こと、例会の在り方、については以前に竹川初代
会長が会長の立場から詳しく話しておられます。

　緒方先生は、例会の運営について、例会の１時間は出席者にとって貴重な時間であるということで、それを無駄
にしないように事前に十分に準備しておくことの大切さを求められたものだと思います。例会での発言について
は、その内容も含めて例会前に必ず連絡しておくルールが守られていました。また、例会中に許可なく発言が出る
ような場面はありませんでした。事務連絡の多い時には、前もって整理しておく必要があることもあるだろうと思
いますが、周到な準備の中で、ゆとりをもって「和やかな中にも緊張感のある、有意義な例会」を心掛けていた様
に思います。これまで、このことを幹事さんに伝えたこともありましたがうまく伝わらなかったのか、今も時々こ
の言葉を聞くことがありまして、当時のことを思い出しています。秩序正しい、準備の行きとどいた例会運営が、
充実した、有意義で楽しい例会につながり、それが魅力のあるクラブづくりに役立つのではないかと思います。
「釈迦に説法」のようなことを言いましたが、これから例会の運営・進行を担当される方々に、参考になるところ
があれば幸いです。

桜井ロータリークラブ
・12月23日(水)…定款第6条1節Cにより休会。
※ビジター受付は行いません。
・12月30日(水)→12月24日(木)に変更。
・2010年1月6日…　定款第5条1節Ｃにより休会。
　※ビジター受付は行いません。
生駒ロータリークラブ
・2010年1月6日(水)　
於:「あやめ館」18時～→1月9日(土)　
於:「天満天神繁昌亭」＋「はり重」に変更。
…新年家族親睦例会の為。※ビジター受付は行いません。
奈良西ロータリークラブ
・12月10日(木)…創立四十周年記念例会の為。
　※ビジター受付:12月10日(木)17:30～18:00
　　奈良ロイヤルホテルフロント横にて行います。
・12月24日(木)…クリスマス家族親睦例会の為。
　※ビジター受付:12月24日(木)17:30～18:00
　　奈良ロイヤルホテルフロント横にて
・12月31日(木)…定款第6条1節Ｃにより休会。
　※ビジター受付は行いません。
・2010年1月7日(木)…新年会の為、霊山寺にて。
　※ビジター受付:1月7日(木)17:30～18:00
　　奈良ロイヤルホテルフロント横にて行います。
あすかロータリークラブ
・12月19日(土)…家族親睦例会の為。17:30～　
　於:神戸メリケンパークオリエンタルホテル
　※ビジター受付:12月17日(木)12:00～12:30
　　橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。
・12月31日(木)…定款(クラブ定款)5-1-3により休会。
　※ビジター受付は行いません。
・2010年1月7日(木)…定款(クラブ定款)5-1-3に
　より休会。※ビジター受付は行いません。

大和高田ロータリークラブ
・12月29日(火)…定款第6条第1節(c)により休会。
　※ビジター受付は行いません。
・2010年1月5日(火)…定款第6条第1節(c)により休会。
　※ビジター受付は行いません。
・2010年1月26日(火)
　→1月24日(日)…家族親睦例会の為。
ミュージカル「ウィキッド」(劇団四季)
於:ハービスプラザ　　　
※ビジター受付は行いません。
奈良ロータリークラブ
・12月17日(木)…16:00～17:00(時間変更)
※ビジター受付:12月17日(木)12:00～12:30
奈良ホテルにて行います。
京都山城ロータリークラブ
・2010年1月6日(水)…12:00～　於:岡田国神社　に変
更。
・2010年2月3日(水)→2月6日(土)…20周年記念事業
「親子で楽しむピアノコンサート」
　於:山城総合文化センター(アスピアやましろ)
　　　※ビジター受付:両日とも12:00～12:30けいはん
なホールにて行います。

例会変更
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「奈良ホテルの１００年」
奈良ホテル　企画部長　　辻　利幸氏

皆さん、こんばんは。いま、私どもの総支配人の方から紹介を受けました、奈良ホテ
ルの、本日からは「企画部長だけでいいよ」という辞令でございます、一年ほどは兼
務でセールス部長と企画部長を兼ねておりましたが、１２月１日付で企画部長となっ
ております。
私は、いま総支配人からもご紹介がありましたが、（勤続）三十一年目に入っており
ますから、来年の春で三十二年目になります。もともとはこんなはずではなかったの
ですが、私は大阪生まれの大阪育ちで、京都の学校に通っておりました。奈良は生駒
を越えたらすぐに来ることができますが、奈良には本当に来た事がなく、奈良につい
ては何も知らなかったんですが、当時、京都の蹴上に都ホテルという会社がございま
して、現在はウェスティン都ホテル京都になっておりますが、そこへ学校からの勧め
があって、全然違う職種を狙っていたのですが、入社させて頂きました。そこで即、
「奈良の方へ行ってもらえるか？」という話になりまして、全然下調べをしてなかっ
たのですが、奈良に都ホテルの事業所のようなものがある、ということで大卒者二人
でこちらの方に参りました。
口約束というのは本当にダメです。「三年だけ奈良に行ってくださいね」という口約

束で奈良に来たのですが、（確かに四回ほど「京都に戻りますか？」ということがあったんですが）、気が付いてみた
ら三十一年間奈良ホテルにいます。京都も良かったんですが、現在はもう奈良大好き人間になっています。特に子供の
頃から地理がすごく好きだったので、地理にはものすごく自信がありました。ところが、歴史は本当に弱くて大学受験
も地理で受けましたから、歴史は全然離れていたのですけれども、縁がありまして入社時は創業７０周年というのがあ
ったのですが、先月の１０月１７日に１００周年を迎え、そこに居合わすことができました。奈良大宮ロータリークラ
ブさんには、その１００周年に当たりまして非常にお心遣いを頂き、また会員でいらっしゃる松岡様のご尽力で、なか
なかもって来られない八重桜を県の方から頂いたということで、玄関の横ですくすくと育っています。今はちょっと暗
くて見え難いかと思いますので、また明るい時にでも見て頂いたら、と思います。この場を借りまして、高い席からで
すが、お礼申し上げます。本当に有難うございます。
ご存知頂いているかも知れませんが、元々奈良ホテルは明治４２年、日本鉄道院、鉄道院用の迎賓館といういい方をし
ているのですが、細かく言いましたら日露戦争が一年で終わって大勝利します。そこで、来遊する外国人が増えるだろ
うということで、関東にはいくつかのホテルがありましたが関西には非常に少なかった為、奈良が「奈良に是非」とい
うことで手を挙げたそうですが、それで大日本ホテル株式会社という会社を作ります。それは、西村仁兵衛さん、それ
から大倉喜八郎さん、（喜八郎さんには喜七郎さんという息子さんがいらっしゃいます、）京都都ホテル、東京では帝
国ホテルの創業時に走り回られた方三名ほどのお名前が出るんですが、大日本ホテル会社をつくり、スタートするんで
すが、なんせ明治４０年あるいは３０何年という話なので、「どこの場所に」ということになったそうです。私どもが
調べましたところ、東大寺南大門の東側の土地を推薦されたそうです。ところが第二候補としていま建っておりますこ
の場所が、地理学上では飛鳥山という山だったんですが、この辺りの方は「鬼が隠れる山」と書いて「鬼隠山（きおん
ざん・きえんざん）」という、（実際鬼が隠れていたのかも知れませんね。昔のお話で、丁度私の後ろの方角に元興寺
さんがありますけど、そこの和尚さんたちが鬼を追いかけて路地を入ってくるとこの辺りで見失う、という話が残って
おります。それで「不審ヶ辻子町」という地名が残っておりますが、西側、奈良ホテルのチャペルから出た所がその場
所だったそうです。）その標高のある飛鳥山に一応決めて開鑿工事に入るんですが、今よりも１２～１３m高かったそう
で、それを切り下げて開鑿工事、造成に入るんですが、その写真についてはもうご覧になった方があるかも知れません
が、本館を上がると「歴史展示室」という小さいお部屋がありまして資料やお写真を割と分かり易くご案内しておりま
すが、そこに明治４０年、それから明治３８年の開鑿工事の写真があります。そういう写真を見ておりますと、丁度門
から上がってくる通路等を今と比較して頂けるようにしておりますが、羽織袴にシルクハットのような帽子を被った工
事監督者のような方が写っております。キャビネサイズ位の実際の写真があったのですが、必ずその写真に写っていら
っしゃる方のお名前（非常に長いお名前で、例えば「○○左衛門」のような）が裏に墨で書いてあります。おもしろい
のは一番偉そうな、と言いますか一番役職の高そうな方の前にいつもいるのが小さな犬なんです。これは日本の犬では
なくて、顔立ちや足の長さなどから考えて、洋犬だろうと思います。１００年以上前にその方の傍には必ずその犬がい
る。写真には「愛犬エス」というように名前まで書いてあります。非常に立派な犬だったんじゃないかな、と思います。
そういう写真も上階に置いてあります。奈良ホテルの１００年を３０分間でお話するということは非常に難しく、走る
ような話になりますが、経営上からみると鉄道院、それから日本鉄道省、日本国有鉄道（国鉄）、交通公社さんの直営
時代もあるんですが、私が入社しましたのが京都の都ホテル経営時代、その後は２５年前に独立した現在の株式会社奈
良ホテルです。会社としてはそのように代わるのですが、特に古い本館があります土地と建物というのは、鉄道院から
の継承をしっかりされていますから、現在の所有者はＪＲ西日本さんです。ですから、ＪＲ西日本さんの財産です。
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それから新館の方は、２５年前に増築してツインルーム
の客室が５３ございますが、これは株式会社奈良ホテル
の財産です。ですから、フロントの前の赤絨毯が傷んで
いて半年後に天皇・皇后両陛下がお見えになる、さぁど
うしよう、ということになりますと、大家さん＝ＪＲ西
日本さんが見に来られて、判断されて、修繕する、とい
うことになります。新館のエレベーターが故障した時に
は株式会社奈良ホテルが修繕する、というような住み分
けになっております。
本日配布致しました資料には、年表があったり見所マッ
プというものを手作りしておりますが、もう一つ挟み込
んでいる資料に絵の表紙がありますが、これは殆どの皆

様方が一度はご覧になっているかと思いますが、フロントの前壁に掛けてある上村松園の「花嫁」です。上村画伯の画
は一点だけなんですが、日本画を数えると大体１００点ほどございます。その内２０何点かはパブリックな所、ロビー
や廊下等に掛けてありますが、よくお叱りを受けるのは、「あまりにも無造作に置かれすぎている」ということで、確
かに６年前まではワイヤーの一本吊りですから、確かに無造作でセキュリティもそんなに完璧にしておりませんでした。
それを丁度６年前の２月に日本画展を開催しました時に、「一日２００人ほど観に来て頂けたら良いかな」と思ってお
りましたところ、来て頂いた会員さんもいらっしゃるかもわかりませんが、２月のなにもない８日間に１６，０００人
位（１日に２，６００～２，７００人）が奈良ホテルに来られました。廊下に出ると人が歩けないほどで、雪がちらつ
く中、門から２～３列で開館まで外で待って頂きました。それからロビーに入って頂く訳ですが、丁度この下階の「若
草の間」という小さい会場で、なかなか人が動かないというので大変なことでした。それが最初の日本画展で、その時
にハッと思ったのが、「そんなに良い画なのだろうか」ということでした。私なんかは２０年以上いても毎日見ている
と、また特に興味がないと（そんなことは全然）わからないんですが、その時に保険をかけていらっしゃるＪＲさんの
台帳を見てびっくりしました。推定（販売）価格で保険をかけてらっしゃいますから、保険料は凄い金額です。株式会
社奈良ホテルだったらちょっとしんどいのではないかと思う位の金額で、ある一つの画でしたら、年末ジャンボ宝くじ
が当たってもまだ足して頂かないと足りない位の金額です。そして、殆どすべてが本物で、それがまたびっくりしたこ
との一つだったんですが、今後はきっちりとセキュリティを整えないと、ということで、特に億が出るような画の裏側
には３種類位のセキュリティが施されており、傍に行かれて息を吹きかけられても音がなったりします。音の止め方が
わかる物はそこそこですが、解除できないのは本当にすごいものですから、「いいこと聞いた」と思われてちょっとで
も触れられるとブザーが鳴り響きますのでご注意ください。割に小さな作品が多いですがお泊りの客室の中にも、必ず
一点ずつは入っておりますので、試しでちょっと浮かされると鳴り響くものは凄い金額のものですから、そういう試し
方もできますね、といっております。
実は昨年「１００周年記念事業」事務局長というのをしておりました。歴史は嫌いだったんですが、去年一年間みっち
りと、奈良ホテルの1００年間を年表で仕上げるんですが、大体実際の素材を１／５位にしたものが今上階に掛けてある
年表です。もっともっとお写真もありましたし、ちょっと皆様方には見て頂けないようなすごいお写真もありました。
例えば先程の開鑿現場の１００年以上前のお写真がある、勿論乃木大将のお写真もあります。これは奈良ホテルで撮っ
たのではなく、日露戦争が終わって凱旋をされた東京で陸軍大将ばかりが集まられたお写真です。それが筆頭にありま
して、奈良ホテルのロビーの写真、これは絨毯が置いてあるかどうかということぐらいでほとんど現在と変わりません。
ロッキングチェアが置いてあり、そこにシュガーポットが置いてあります。当時は奈良ホテルに泊まりに来られると必
ずコーヒーを出していたようです。そして、コーヒーをお出ししてからお部屋にご案内していた、という順番のようで
す。これを証明する物の一つを二階の資料室に入れているのですが、俳句の大先生で高浜虚子（四国の出で正岡子規の
弟子）先生が大正５年に一人でやって来られます。着物を来て、大軌（今でいう近鉄）奈良駅から（タクシーはない時
代ですから）人力車の車夫が並んでいたそうです。「奈良ホテルに行ってくれるか」と車夫に言うと、「お前が行く所
じゃない」という顔で見られるそうです。着物を来て、汚いバッグをもって草履を履いていたということです。高浜さ
んは奈良ホテルで二泊三日されて、東京に戻られて、国民新聞の記者という立場で西洋の宿を利用した感想を写生文と
いう形で纏められ、九日間全国誌に連載されます。去年、永田町の国会図書館でマイクロフィルムからそれのコピーを
とってきました。それを引き延ばしてあります。全部を読んで頂くのが一番おもしろいのですが、中で一番おもしろか
ったのが赤いラインで囲んであり、１，２００字で表現されています。お部屋でおしっこをしたくなったがトイレはど
こなんだ、ということでボーイに聞いて説明を受けたそうですが、洋式トイレがあったということです。大正５年のこ
とです。空のバスオケがあって湯を溜める、混合性のものなんですが、これもあったということです。一番おもしろか
ったのが、ボーイさんの説明が終わってから虚子が一人になり、「早速試そう」ということで風呂桶と同じホーローの
材質の、蓋つきの容器を開けてみる。中を除くと山間部、高原の岩の間に迸る清水が張ってある。あのボーイはここに
お小水をすれば良いと言うが、信じられない。それで、ボーイが出て行った後で袴を捲り、用をたす。そうすると濁っ
てしまってどうにもならない。びっくりして壁を見ると紐を引っ張るように書いていたので引っ張ってみた。そうする
と上のタンクから真鍮の鉄管を通じて轟音の如く水が吾輩の小水めがけて降ってきた。
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それでまた清水だけが湧いてくる。「吾輩は立ち小便をよくするが、
下らない私の小水を、西洋のその素晴らしい装置はこんなに丁寧に取
り扱ってくれた」と、それに敬意を表して、その清水をもう一度長ら
く見ていた、という描写があります。おしっこをした結末が１，２０
０字書いてあります。また、お暇な方があれば是非ご覧いただけたら、
と思います。
　あと、このホテルの特徴といえば、マントルピース（暖炉）が本館
部分は各部屋、ロビーにございまして、新館部分もありますがこれは
装飾です、本館の暖炉は実際使っておりました。使っていた頃の屋根
の全景はキノコのような煙突がいっぱい屋根から出ていました。それ
は、大正２年に廃止しました。いま丁度フル活用しておりますけれど、

蒸気で温めるスチームに代わっています。元々鉄道院・鉄道省ですから、機関車の機関士の人が定年になってバック部
分に入ってきますから、ボイラーマンのプロはたくさんいるわけです。それが朝の五時ごろからカンカンカンと鳴らし
ながら温めていまして、そういうのをいま使っています。それが大正３年に「セントラルヒーチング」ということで、
大正天皇即位記念ということで鉄道省が施したものだということです。鉄道省時代というと、昭和１０年に愛新覚羅溥
儀さんも来られています。奈良ホテルのターニングポイントというのはそこにあったようです。愛新覚羅溥儀さんが来
られると分かった時に、国は鉄道省に３，５００円の特別予算を与えます。「奈良ホテルのもちものを良くしてあげな
さい」という指示があったそうです。メインダイニングルームの入り口のショーケースにある横浜の大倉陶園さんに特
別食器を作らせてナイフ、フォーク、グラス等も作ってお迎えした。そして、先程申しましたような日本画を昭和２、
３年頃～昭和１５年頃までに買い漁っていったようです。すごいものばかりです。その内のかなり多くは杉原さんのも
のだったということもわかりました。杉原さんは、吉田茂さんのずっと先輩なんですが、「落日燃ゆ」という本を読ま
れた方があるかも知れませんが、そこによく出てきます。昭和２０年に終戦を迎え、大阪・門真出身の外交官でいらっ
しゃるんですけれど、その方の個人のもちものがうまく回って奈良ホテルに入ったということです。ひとつずつを言っ
ていくと大体一時間半位になるので、本当にいま頭の中で思いつくものだけを言っております。写真の中でおもしろい
のが、９３歳になる我々のＯＢ・大先輩が、この近くに住んでらっしゃって、すごくハイカラな方でして、その方が２
０歳代の１９３０年代に給料が１２円、会社からもらっていたそうです。その時はチップをもらうことを許されていた
ので、小遣いが２０円あったそうです。その２０円は奥さんに渡さず、自分で、外国のお客様が被ってらっしゃる珍し
い帽子やカバンを欲しくなったら必ず東京や大阪で取り寄せて買っていらっしゃったらしく、未だにそのような格好で
歩いて来られるんですが、その方が趣味でお持ちになっていたライカのカメラで「撮りたいな、撮りたいな」と思って
らっしゃったときに丁度来られたのがチャップリンでした。新婚旅行で来られたんですが、そのＯＢが撮った写真を使
わせて頂いて、いま展示室に置いております。その相手というのは、日本流にいうと籍を入れておられたかどうかはわ
かりませんが三回目か四回目の奥さんで、ポーレット・ゴダードというすごくきれいなアメリカ人の女性です。「風と
共に去りぬ」でヴィヴィアン・リーが決まる前は、ポーレットさんがスカーレット・オハラをされることで内定してい
たようですが、それが色々あって、ヴィヴィアン･リーになったようです。写真の中でチャップリンさんと並んでいるポ
ーレットさんはすごく綺麗な方でした。私は３１年間いましたが、フロントの業務だけは一番したかったのに、してお
りません。多くはレストラン、予約、バンケットの仕事をしておりました。その中で、やはり一番の思い出が二つあり
ます。一つは、平成１３年５月に現在の天皇・皇后両陛下がお越しになりまして、１０人で会食をされました。昭和天
皇・皇后のときは私はまだ２０代後半だったので、本当に傍までお食事を運べるということはなかったんですが、その
ときは違います。天皇・皇后両陛下が主催（ホスト・ホステス）ということで向かい合わせで座られ、それを囲んで奈
良の要人の方が座られるんですが、私はその時タキシードを着て白手袋という姿で、皇后さまの係でした。背後からグ
ラスを持って行ったりお皿を下げたりしますからお顔を合わせることはない、絶対大丈夫だ、と自分に言い聞かせなが
らスタートします。椅子を引く時にビビってしまって早く引いてしまったのですが、（お向かいに座られているのはご
主人様で目を合わせると絶対あがりますから）意識せずにいくんですが、想定外の事が起きました。美智子さまの右側
からお皿を下げに行ったとき、ちょっと話を旨く止められて、「ご馳走様」というお声掛けがあったんです。６０ｃｍ
位間で目と目が合ってしまうんです。もう駄目でした。今年入院して１０ｋｇ程落したのですが、その時はタキシード
がピチピチでしたが、目に焼き付いてしまっているので衝立の後ろまで行ってガタガタガタガタ震えてしまいました。
情けない。名札を見ると名札が動いておりました。「深呼吸をしろ」と言われて深呼吸をして行くのですが、また「ど
うも」と会釈をされるんですね。私たちみたいな者にまですごいお心遣いのある方だな、と前々から思っていましたが、
その時実感したところです。もう一つは、ダライ・ラマ１４世が来られた時に、２泊して頂きました。レストランに所
属しておりましたので、朝食をお部屋に運ぶ係りになったのですが、夜は別としまして「朝は何時にノックしたらいい
ですか？」と聞きに行くと、「４o'clock＝４時」ということでした。本当に粗食でいらっしゃったので、ロールパンと
紅茶ぐらいのものを皇室用の（絶対傷をつけてはいけない）銀のお盆で手袋をして持って行きます。４時にノックとい
うことは３時に出勤して、ロールパンと紅茶を用意するんですが、ぎりぎりで大丈夫なんですが、一時間前から裏でず
っと座って待ちます。目は開いているけれど、前の日に家に帰るのが１１時半ごろですから、ご飯を食べて風呂に入っ
て新聞を読んでると出て行く時間になり、７０時間以上起きていたことになります
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深澤　文雄　君　いつもお世話になります。
武藤　廣茂　君　冨川会長様、先日は大変お世話になりました。お陰様

で娘も喜んでくれました。ありがとうございました。
倉田　智史　君　１１月２２日スワーダさん講演会、３０日携帯電話有

害サイトセミナーが盛会にて無事終了しました。委員、
会員の皆様方には多大なご協力と多数のご出席を頂き
ましてありがとうございました。

森　　一紀　君　今日は奈良ホテルの話を聞いていただきます。ありが
とうございます。

松岡嘉平治　君　八十九才のたんじょう日も無事過ぎました。先日は御
祝有難うございます。健康で毎日を楽しく過ごす事に
感謝して居ります。

藤野　城市　君　愛子さま　８才の誕生日を祝して。
橋本　和典　君　師走です。もう１年も終わろうとしています。来年は

どんな年になるのでしょう。過保護に育てられたハト
はチャンと飛べていけるのでしょうか？悪いタカがイ
ジメない様に願っています。

山本　直明　君　ニコニコ協力！
　

一日目は緊張していたんですが、二日目、４時に出すのが終われば家に帰っても良いということだったので、一応それ
でも気合を入れて行ったんです。侍従の方と三人でお部屋に持って行き、ノックして入っていくと胡坐をかいて座って
らっしゃったので、「Good morning」と言い一日目と同じくロールパンと紅茶を置いたんです。銀のお盆を脇に抱えて
下がろうとしたら、「Excuse me, wait！」と言われました。それで振り返って見たら、両腕を広げてにこにこ笑ってら
っしゃるんです。一瞬で何が起こるかわかりました。「この人に抱かれる！」と思ったのです。Hugです。でも、「じゃ
ぁお願いします」とは行けません。それで、無造作に手を合わせて後ろに下がりながら「No」と言ったんです。そうし
たらダライ・ラマさんが寄って来られて、すごく力強くHugされて、チベット語か何かで「あなた本を読みますか」と言
われました。やはりホテルマンなので「Yes, I do」と言ってしまいました。そしたら日本語訳された本を出して来られ
て、そこにいっぱい何かを書いて頂いて、（侍従の方が英語を喋られるのですぐに通訳して頂いたんですが）「あなた
の永遠の幸せをダライ・ラマは願っていますよ」ということを書いて頂いたようで、「それはあなたにここで言われた
言葉ですよ」ということでした。すごく涙がいっぱい出そうで、家に持って帰りました。女房も都ホテルに後で入って
きてフロントにいましたから気持はわかるかな、と思うのですが、２５年以上専業主婦をしておりますから、価値観が
違うんです。「お父さん、こんなん何書いてあるかわからん。売れへんの？」って言われたのです。それはないやろう、
と思いながらも友達を介してネットオークションに出そうと思って問い合わせだけしてみました。そうしたらそこの方
がいい方だったんですね。「バチがあたりますよ」って言われたんです。それで我に返りまして、いまでは家の家宝に
しています。それを新しく参りました社長に言いますと「上の資料室のカギ付きのショーケースが余裕があるから、そ
こに置いておけ」と言うんですが、「６年後に判断させて頂きます」ということで、お答えしております。７年後、も
しご覧になられてダライ・ラマのサインがあれば、「辻さん、満足して退職されたな」と思っていただいたらいいかな
と思います。後になりましたが、１００周年は本当に皆様方おひとりおひとりのご協力、ご愛顧があって無事に迎えら
れた、と従業員一同本当に心から感謝しております。いまの資料室の話ですとか、また「グループで人を集めるからや
ってよ」ということがあれば、ぜひお気軽におっしゃって下さい。
今後ともひとつ、引き続き奈良ホテルを宜しくお願いしたいと思います。

私の趣味　（武藤廣茂）
　私はたくさんの趣味を持っています。一般的なものにはゴルフや読書、
旅行、などありますが、その他フリスビードッグの訓練やガーデニングな
ども大好きです。中でも以前から継続しているのはガーデニングで、現在
「園芸福祉士」の資格を持っています。我が家の小さい庭も勿論ですが、
仕事場の施設も私の担当になっており、季節の花々をとぎらせないように
しています。写真は以前カナダのビクトリアにあります「The Butchart 
Gardens」やロサンゼルスのビバリーヒルズの庭園に仲間と見学・研修に
行った時の写真です。もう少し時間ができればアメリカのプログラム「マ
スターガーデナー」の称号など取得し、ガーデニングで街づくりコミュニ
ティーなどの社会貢献が出来ればと考えています。　

ニコニコ箱　本日計 25,000円　累計　1,176,000円


