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●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか
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第25回 1月12日 
通算1490回

▼次項へつづく

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「我等の生業」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.クラブ協議会
　（後期活動方針発表）
６．閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２００９－２０１０／２５
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例会状況報告
第24回 1月5日 
通算1489回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1489回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 60名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 95.2％

1487回の修正　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 52名
●補填者数　　　　  5名
●出席率　　　　 90.2％

1489回例会
＜新入会員入会式＞
藤野会員より紹介
山中一晃さんをご紹介いたします。昭和３４年生まれの５０
歳。会社名、関西美術印刷常務取締役。関西美術印刷は、う
ちの商売敵というのではなく協力会社という感覚で長年お付
き合いしております。社長がＪＣの後輩ということもあり、
ご推薦を頂きまして今日に至っております。趣味がバス釣り
ということで、そちらでストレス発散されているようです。
できればこの会でバス釣りサークルができれば有難いかな、
と思います。
山中一晃　君
ただいまご紹介頂きました関西美術印刷の山中一晃でござい
ます。この度、歴史と伝統ある奈良大宮ロータリークラブに
入会させて頂きまして、大変うれしく光栄に存じます。あり
がとうございます。皆様方の足手まといになりませぬよう頑
張らせて頂きますので、どうぞよろしくご指導、ご鞭撻のほ
どお願い申し上げます。ありがとうございました。

＜会長報告＞
　皆さん明けましておめでとうございます。本年もどうぞよ
ろしくお願い致します。
今年はトラ年、新しい年を迎えまして、今年の干支・トラのように勢いよく悪い景気を歩
いて行って頂きたいと思っているわけでございますが、なかなかそういうふうにはならな
いのですが、正月ですのでめでたいといいますか、私がちょっと感動した話をさせて頂き
たいと思います。昨年は政権交代を致しまして新しい政党が政権をとるということになり
ましたが、「明治維新」に対しまして「平成維新」というような言葉も言われたりしてい
ますが、この正月にＮＨＫの大河ドラマでは「竜馬伝」というのが始まりまして、それで
思い出したのですが、昨年の年末とても珍しい写真をみることが出来まして、非常に感動
いたしました。この写真は、私がお客様から預かったもので、古い写真をポスター大に大
きく再生するという仕事でありまして、たまたま何気なしに見たら、丁髷を結った若い人
たちの集団、３０名程ですが、その人たちが、今の若者が集合写真を撮る時のようなだれ
た感じはなく、きれいに並んでいました。勿論、白黒の写真ですが、それをぱっと見たと
きに、普通に見たら全然わからないんですが、横に撮影者・上野彦馬と書かれていたんで
す。

奈良大宮ロータリークラブ　創立1周年記念　1980．1.22　緒方パスト・ガバナー、三岡奈良Ｒ．Ｃ．ロータリー情報委員長
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上野彦馬っていうのは「写真の開祖」と言われるように日本でのプロカメラマンの第一号なんですね。その方が活躍し
たのが幕末から明治の初めなんですが、明治維新の頃の作品などとられて残っている訳です。その３０名の人の写真の
横に、撮影者・上野彦馬と書かれているんですが、一人ひとりに後から線を引いたんだと思いますが、名前が書かれて
いるんですね。なんとそこに坂本竜馬から桂小五郎から勝海舟、西郷隆盛や、いろいろな方がみんないまして、そうい
った団体がどのようなことで写されたのかわかりませんが、１００年以上前に写された写真が未だにまだあるんだな、
と本当にびっくりしまして、また感動しました。それで本当にみんなが丁髷で刀をさして並んでるというような写真な
んですが、じっと見ないとわかりませんし、私も一人一人の顔も名前を見てわかるくらいのものですが、写真の若さか
らみて丁度幕末の頃に撮られたものが現在残っていて、それを「平成維新」とか言われている時代に見る事ができた、
そういった意味で今年は何か大きな変化があったのかな、と思いました。残念ながらみなさんにここでお見せすること
はできませんが、本当にすごい写真だな、と思いました。我々写真の仕事をしておりますが、古い歴史を眺めさせて頂
ける、その場で目で見る事ができる、ということで、是非皆さんもこれからも写真を愛好して頂きたいと思います。そ
ういうことで、ちょっと楽しい思いをしたということでお話をさせて頂きました。
それでは、本日、１６時から本年度第一回目の理事会がありましたので、報告をさせて頂きたいと思います。
この中で新規事項と致しまして、まず一点目は、この正月から始まっておりますが、平城遷都１３００年祭記念事業に
ロータリーとしてどのように取り組むか、大体の事を決めさせて頂きました。いまここで「こういうふうに決めました」
ということは発表できません。これは、我々のクラブだけではなく県下１３クラブ共同事業ということですので、そこ
で最終的に承認・決定を得てやるということで、今の時点でまだ正式に決定されておりませんので、後から違ったとい
うことになっては困りますので、今の時点ではそういったことを計画中だということにさせて頂きます。その件に関し
まして、１月３１日（鴟尾の会）と来月２月２０日（県下）の会長・幹事会で、いずれも私ども大宮R.C.が幹事に当た
っております。そこで１３００年祭のことも我々の方で色々お世話させて頂いている訳ですが、その詳細につきまして
決めさせて頂きました。
それから、社会奉仕委員会の方から１月２３日の東大寺の植樹についての詳細等の発表がありまして、理事会として承
認致しました。
後でまた案内があるかと思いますが、後期の会費の納入につきましても承認致しました。
米山奨学生について、いまお世話しております米山奨学生の方が今年の３月３１日で終了ということで、４月１日から
は新しい方を受け入れるということで、まだ具体的には決まっておりませんが、いま候補に挙がっているのは今年に引
き続きましてまた韓国の方をお世話する、というようになっているようですが、最終決定はまだなされておりません。
それに伴いまして、カウンセラーも４月１日から新しい方にお願いする、ということで決定しております。まだ具体的
にどなたにお願いするか、決まっておりません。
友好クラブの交流について。東京恵比寿、九州・太宰府の２クラブがあるわけですが、今年ちょうど奈良で１３００年
祭が行われますので、このイベントに合わせてまだ具体的な日程等は決まっておりませんが、こちらにお呼びしてでき
れば３クラブ合同で、講演会等入れて例会を開くようなことができないか、ということを考えております。それにつき
ましては、場所の事もありますので正式な日程というのは決まりませんが、今のところ考えておりますのが、平城京の
会場の中の奈良文化財研究所の講堂を借りて、合同例会や講演会ができたらな、と考えております。また詳細が決りま
したら発表させて頂きたいと思います。
それから、１月２６日は火曜日ですが、創立記念例会ということになります。この日は特別なイベントは致しません。
１月２３日の東大寺での植樹を、創立記念日の事業という形に振り替えたいと考えております。
報告事項と致しまして、１１月に奉仕プロジェクトで行いましたスワーダさんの講演会、ならびに携帯電話の有害サイ
トセミナーの会計報告がございました。
親睦委員会から親睦事業に伴う会計の報告がございました。
　それと、こちらの勘違いといいますか思慮不足ということで申し訳なかったのですが、年末に喜寿のお祝いをさせて
頂きました。前年度はやっていないといことでございましたが、本当はされていました。二重にさせて頂きました。本
当に失礼いたしました。

ＮＯＭＣ 第１３９回
生駒山（６４２ｍ）初日の出
平成２２年１月１日　晴れ　－３度

参加者　　麹谷、森下、楠原、橋本、
          東田・お孫さん、向井、飯田

１月１９日　卓話　
奈良税務署・法人課税第一部門・統括官　　谷川　實　様　
「国税の電子申告について」

次週の例会

例会変更
＊大和郡山ロータリークラブ
　奈良プラザホテル（例会場）改装工事のため場所変更。
・�1月25日（月）…大和郡山市商工会館（大和郡山市北郡山町185-3）
・�2月１日（月）…　　　　　　　〃
・�2月８日（月）…・　　　　　　〃
・�2月15日（月）…郡山城ホール（大和郡山市北郡山町211-3）
・�2月22日（月）…　　　　　　　〃
・�3月１日（月）…大和郡山市商工会館
・�3月８日（月）…　　　　　〃
・�3月15日（月）…　　　　　〃
・�3月29日（月）…　　　　　〃
※�例会時間は通常通り12：30～13：30
※�ビジター受付はいずれも通常の例会として行います。
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委員会報告
会計・武藤会員
　会費の納入のお願いでございます。状差しの方に入れさ
せて頂いておりまして、見て頂きましたらあれっと思われ
る方がいらっしゃるかと思いますが、若干会費が少なくな
っております。これは当初予算の方には諸経費の分担金を
15,000円を二回分計上させて頂いていたのですが、なんと
か後期の分は頂戴しなくても大丈夫だろうということで、
15,000円は載せておりませんので、前期より後期が若干少
なくなっておりまして、148,020円ということでございま
すので、いつも若干の方が忘れられるようでございますの
で今回は忘れないように、月末までにお振り込みを頂きま
すようお願い致します。どうぞよろしくお願い致します。

髙野社会奉仕委員長
さきほど会長からご報告頂きましたが、1月23日東大寺の
方で植樹をさせて頂きます。みなさんは、1時10分に東大
寺の大仏殿の横に相輪といいまして七重の塔の付近に、東
大寺さんのご好意でまたテントをたてさせて頂きますので、
そちらにご集合お願い致します。

幹事報告
①�先程武藤会計の方から後期会費のお話がありましたが、
平城遷都1300年祭の寄付ということで、1万円を強制的に
徴収させて頂きます。合計６９万円を協会に、明日、明後
日中に寄付させて頂きますので、お知りおきの方お願い致
します。
②�来週12日の例会はクラブ協議会となっております。後
期活動方針発表ということですので、各委員会・委員長の
方、もし万が一欠席の場合は副委員長の代理を立ててご用
意をお願い致します。
③�新入会員の中奥さん、堀内さん、山中さん、来週例会
終了後、飯田委員長の方からインフォメーションがありま
すので、ご欠席なされない様お願い致します。

私の趣味   森　一紀
趣味と問われると、「無芸大食」としか言いようが無い私
ですが、あえて探せばドライブと言うことに成るでしょう
か。何も考えなくって気分は爽快。憂いさは晴れるし、気
分は開放される。最高です。
転勤の際、今しか行けないと言う思いであちこちへ車を走
らせました。東京に居た時は、箱根、日光、三浦半島、房
総半島。このあたりは日帰りコースで泊まりがけなら会津
や上高地。また金沢に居た時には、能登の北端狼煙や輪島
に平家の落人時国家（いずれも石川県）。蓮如を慕っては
福井の吉崎御坊へ。そして、「風の盆」見に富山は婦中へ。
魚を求めて氷見へ。更に北上して「親不知、子不知（おや
しらず、こしらず）」の断崖絶壁へ。
こうして過ぎ去った日々を振り返ってはいつも感慨に耽る
次第でございます。

「ロータリーミニ情報」　
情報委員会　飯田　二昭　
「軽食デー」・奉仕の心
新年明けましておめでとうございます。
今日は、「軽食デー」とロータリーの奉仕についてお話さ
せて頂きたいと思います。
　このクラブの設立当初、しばらく東京ロータリークラブ
が週報を送ってくれていました。その中に「１００万ドル
の食事」として食事代の一部を奉仕活動に回す、という記
事がありました。当時は２２名の会員でしたので、会費の
殆どが食事（例会費）になっていて、奉仕活動に回せる予
算が少ししかない、という状況でした。
そこで、理事会に諮り、昭和５４年８月２８日（創立後７
カ月目の頃）の例会で「軽食デー」として試みることにな
りました。ビジターの方や会員に、その都度、会長から趣
旨を説明し、協力を求めながら実施していました。このと
きは、ロータリー創立７５周年の記念事業・３－Ｈ（Health，
Hunger and Humanity・保健、飢餓追放、人間性尊重 ）プ
ログラムへの拠出でした。反響を見ていましたが、あまり
問題もなさそうでしたので、毎回、理事会に諮り、２か月
に一回のペースで続けることになりました。
その時緒方先生にお聞きしましたら、「私はカレーライス
は食べないので、他のメニューにしてほしい」とおっしゃ
っただけでした。
　平成７年当時は、Ｒ．Ｉ．のポリオプラスのプロジェク
トが進んでいました。当時は、世界中で約５００万人の子
供たちが、今も毎日約４，０００人の子供たちが、予防で
きる病気で死亡したり、後遺症に苦しんでいると言われて
います。その世界中の子供たちに想いを寄せながら食事を
いただき、食費の差額をポリオプラスに寄付する、という
のが「軽食デー」の趣旨・考え方でした。「軽食デー」に
ついて、現在もその形は続けられていますが、その心や考
え方は伝わっていないように感じています。
　奉仕の原点・あり方は、先ず、奉仕の心や志、時には祈
りのようなものがあり、その表現や手段として、お金や物
や労働があるのではないかと思います。決して、お金や物
を寄付することがロータリーの奉仕ではないのではないか
と思っています。私はそう理解しています。
緒方先生は、「寄付は金額ではなく、続けることに意味が
ある」と言われた事がありました。
最後にマザー・テレサのよく知られた言葉ですが、思い出
して頂ければと思います。
「大切なことは何をどれだけしたかではなく、どれだけ心
をこめたかです」

※　会報１ページ目トップ写真
　　創立１周年 緒方パスト・ガバナー、
　　三岡奈良R.C.ロータリー情報委員長
　



4 ●会報・ＩＴ委員会／谷川千代則　藤井正勝　野上利樹  ●Webmaster／谷川千代則

ニコニコ箱　本日計 161,000円　累計　1,536,000円

有井　邦夫　君　新年明けましておめでとうございます。
早々賀状を賜りありがとうございます。
返信はニコニコでお許し下さい。初孫が
誕生致しました。よろこんで！

竹川　晴雄　君　明けましてお目出とうございます。本年
もよろしくお願い致します。

宮西　正伸　君　皆様、あけましておめでとうございます。
本年からより控えめな人間目指して頑張
ります。何卒ご指導の程、よろしくお願
い致します。

松岡　弘樹　君　今年は「１００年に一度」の「平城遷都
１３００年」　オール奈良で地域経済の
活性化に取り組みましょう。本年もよろ
しくお願いします。

北河原公敬　君　新年あけましておめでとうございます。
かなり寒い新年となりましたが、皆様体
調はいかがですか。私は年末から少し風
邪気味です。今年もよろしくお願い申し
上げます。

藤井　正勝　君　新年、あけましておめでとうございます。
今年もご指導のほどよろしくお願い申し
上げます。年賀のご挨拶はこのニコニコ
にて！！役員の方々には後半の活動にも
お世話をおかけしますが期待をしており
ます。

榧木八洲夫　君　新年おめでとうございます。本日より参
加させていただきます。しかし、又、ケ
ガをいたしましたので、よろしくお願い
いたします。

小西　敏文　君　新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

土谷　宗一　君　本年もよろしくお願いします。
石野　捨雄　君　旧年中はお世話になりました。本年もよ

ろしくお願いします。
多田　廣　　君　あけましておめでとうございます。今年

もどうぞよろしくお願い申し上げます。
日吉　晴雄　君　新年お目出度うございます。昨年末は喜

寿祝いいただき有難うございました。
箸尾　文雄　君　新年お目出度うございます。昨年末は喜

寿祝いいただき有難うございました。
北神　徳明　君　新年明けましておめでとうございます。

昨年１０月２人の孫が生まれました。に
ぎやかな正月でしたが、つかれました。

飯田　二昭　君　新年明けましておめでとうございます。
今年も元旦の生駒山歩き参加出来ました。
本年もよろしくお願い致します。

武中　洋勝　君　昨年末には弟の会葬に多くの方の弔問賜
りまして有難うございました。皆様のお
力添で元気になりました。本年もよろし
くお願い致します。

橋本　和典　君　本年もどうぞよろしくお願いします。今
年はトラ年、私の当たり年、大トラにな
らないよう、おとなしく飲んで騒いで仕
事に頑張ります・・・つもりです。

水野　憲治　君　明けましておめでとうございます。本年
も宜しくお願いします。

井上　正行　君　皆様あけましておめでとうございます。
今年も広報雑誌委員会に御協力お願いい
たします。

増井　義久　君　明けましておめでとうございます。本年も、
親睦例会にご協力お願い申し上げます。

中奥　雅巳　君　あけましておめでとうございます。昨年
１２月には誕生日プレゼントありがとう
ございました。

平野　貞治　君　謹賀新年　今年もよろしくお願い申し上
げます

冨川　悟　　君　新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

潮田　悦男　君　新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申しあげます。

楠木　重樹　君　皆様　明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

矢追家麻呂　君　おめでとうございます。今年もよろしく
お願いいたします。

成田　積　　君　明けましておめでとうございます。新年も、
どうぞよろしくお願いいたします。

武藤　廣茂　君　明けましておめでとうございます。今年
もよろしくお願い致します。

森下　泰行　君　新年おめでとうございます。本年もよろ
しくお願いいたします。

野上　利樹　君　新年　明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。

福本　良平　君　あけましておめでとうございます。本年
もよろしく。

藤川　保雄　君　新年おめでとうございます。本年もよろ
しくお願いします。

多田　実　　君　あけましておめでとうございます。本年
もよろしくお願い致します。

植倉　一正　君　あけまして、おめでとうございます。本
年も、よろしくお願い致します。

楠原　忠夫　君　本年も宜しくお願いします。先日は、森
さん、お世話になりました。

野﨑　隆男　君　新年明けましておめでとうございます。
旧年中大変お世話になりました。本年も
よろしくお願い致します。

柴田　直三　君　あけましておめでとうございます。今年
もよろしくお願いします。

倉田　智史　君　あけましておめでとうございます。今年
も宜しくお願い致します。

大塩　栄作　君　新年明けましておめでとうございます。
今年も笑顔でニコニコ協力お願いします。

渡辺　英孝　君　本年も宜しくお願いします。
小池　恭弘　君　本年もよろしくお願い致します。
清岡　正教　君　本年も宜しくお願い致します。
高木  伸夫　君　ニコニコ協力。
山本  直明　君　ニコニコ協力。


