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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26回 1月19日 
通算1491回
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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.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」
６．閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム
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例会状況報告
第25回 1月12日 
通算1490回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1490回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 46名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 80.7％

1488回の修正　
●会員数         　68名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 54名
●補填者数　　　　  2名
●出席率　　　　 91.8％

1490回例会
＜会長報告＞
今年、テレビなどでもアメリカなど各国から３－Ｄの立体テレビが出ているという話を聞
いております。テレビもそうですが、日本でも、３－Ｄ専門の映画館が全国でも８～９ヶ
所ほどオープンしているようですが、そういう中でカメラも３－Ｄのようなものが出てき
ました。来年から放送が地デジに変わりますが、それに伴いまして新しい立体画像になっ
ていくということのようです。ここに新しい３－Ｄカメラの写真のサンプルがあるんです
が、興味のある方は例会後にでもご覧になって頂ければ、と思っております。
３－Ｄというのはどのようなメカニズムになっているかということですが、これは皆さん
ご存知の通り、人間には目が二つありまして、この間隔で物を見ている訳ですが、人間の
目というのはずれているんですね。そのズレを利用して画像をつくる、というのが３－Ｄ
の原理なんですが、どれくらいズレているか、というのは今ここですぐに実験できますの
で、良かったら皆さんやってみて下さい。手を伸ばして頂いて、真ん中に持ってきて頂い
て、丁度両目で真っ直ぐに見て私の顔が真ん中に見えるように構えて下さい。そのままの
状態で片目ずつ瞑って下さい。どちらかの目は、私の顔が見えなくなるでしょう。これだ
けズレがあるわけです。これをテレビや映画などで、所謂右目画像と左目画像を作りまし
て、それを交互に映し出して、眼鏡をかけた場合は右と左の画像が交互に出ますから、閉
じたり開いたりして、それを連続的に見ると立体に見えるということです。カメラの場合
は、眼鏡をかけなくても良いんです。今までもデジタルカメラというのはあったんですが、
二回写真を写しましてそれを合成するという形だったんですが、デジタル３－Ｄになりま
したらカメラに二眼（レンズが二つ）がありそれを人間の目を同じようにズラしているん
ですね。それを一体で同時に撮りますとズレて写るんです。それを合成してプリントする。
そうしたら、立体的な画像に見える。但し、特別な、今流行りの３－Ｄ用のデジタルフレ
ームで見れば何もなしにそのまま見られますし、写真にする場合は特殊なレンズを一枚は
めますと、立体的に見えるということでございます。
今から、こういう時代に入っていくということでございます。今年は、３－Ｄ元年、いわ
ゆる出発の年である。こういった技術も日本だけが本当に進んでいるな、と思っておりま
したら、韓国、中国なんかもＴＶのニュースで見ますと、かなり日本よりも進んでいると
いうようにも言われており、これからまた大変な競争になっていくんだな、と思っており
ます。これからどんどん３－Ｄの色々な商品が出てくると思います。皆さんも興味を持っ
て見て頂いたら、と思います。

東大寺 戒壇堂
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委員会報告
髙野社会奉仕委員長
先週お伝え致しました、東大寺の植樹の件ですが、本日出席表を回しておりますので、是非ご出席の方に○をつけて頂
きますようお願い致します。１月２３日午後１時１０分、東大寺の大仏殿の東の脇にあります七重の塔の黄色の先っち
ょ付近に東大寺さんのご好意でテントを設営して頂きますので、そちらにご集合頂きますようお願い致します。尚、当
日はメーキャップ扱いになります。

多田ロータリー情報副委員長
先月、皆さんに会員の意識とかクラブに対する満足度等のアンケートをとらせて頂いたんですが、また地区から、今回
は会員の満足度に関するアンケートというのが三枚ほど来ております。皆さん、お帰りの祭にはもう状差しに入ってい
ると思いますので、お持ち帰りになって、ご返事のほどお願い致します。来月早々にでも集めさせて頂きたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願い致します。　

増井親睦委員長
①�第三回親睦ゴルフコンペの開催について・・・３月２５日、於：飛鳥Ｃ．Ｃ．
②�第四回・第五回親睦ゴルフコンペの開催について・・・お泊りで開催するため、早目に回させて頂きます。できるだ
けご予定を開けて頂いて、皆さん一緒にエクシブ鳴門のロッジで、宴会と二日続けてのゴルフコンペに参加のほど、よ
ろしくお願い致します。
③�新入会員の歓迎会のご案内・・・来週の例会後、於：奈良ホテル、山中一晃さんの歓迎会。皆さん、奮ってご参加の
ほど、よろしくお願い致します。

幹事報告
地区大会の申し込みを昨年末で締め切りましたが、月内はいけるそうなので、追加申し込みを受け付けます。また、地
区大会の折に新会員セミナー（11：00～）が行われますが、三年未満の方はご参加されると思いますが、お昼ごはんは
どうされるかということを事務局までご連絡頂きますようお願い致します。

次週の例会

例会変更

＊奈良西ロータリークラブ
・2月11日（木・祝）…2月25日と振替。
移動例会（若狭・小浜方面）。
・2月25日（木）…定款第６条１節（ｃ）によ
り休会。
※�両日ともビジター受付は行いません
＊あすかロータリークラブ
・2月11日（木・祝）…定款第5-1-3（クラブ
定款）により休会。
※�ビジター受付は行いません
＊橿原ロータリークラブ
・1月29日（金）…午後6時～7時30分。
「橿原ＲＣ・橿原ＲＡＣ・橿原学院ＩＡＣ合
同夜間例会」
於：橿原ロイヤルホテル　2階　「畝傍の間」
ビジター受付は平常通り、同日１２時～１２
時３０分、於：橿原ロイヤルホテル１階フロ
ント横　にて行います。

１月２６日　卓話　
南都銀行総合企画部・副参事　鉄田 憲男 様
「奈良にうまいものあり」

ニコニコ箱　本日計 23,000円　累計　1,559,000円

北河原公敬君　２週続けて例会欠席します。申し訳ありませんが、インド・スリランカへ行きます為よろしく。
中村信清　君　前週欠席所安のため出来るだけ出席いたします。大塩様昨日は失礼しました。早速ご祈祷いたしました。
宮西正伸　君　植村幹事バッジ有難うございました。
中井一男　君　本年も宜しくお願い致します。
森　一紀　君　今年も宜しくお願い致します。
谷川千代則君　ニコニコ協力。
大塩栄作　君　麹谷さん昨日は娘の成人式の記念撮影でお世話になりました。おやじは終始でれでれでした。ニコニコ！

＜私の趣味＞　今﨑 和民
趣味はと問われましても・・・です。でも、興味を持っている事はあ
ります。
一つは、「くるま」です。もう一つは、「社寺庭園の観賞」です。
「くるま」は、性能緒元比較、メカニック、スタイル等に興味があり
ます。性能諸元はその数値を使って車の特性を知ることができます。
ドライブはというと、５０才代頃は家内に「還暦が過ぎたらスポーツ
カーで全国を廻ろうか」と話していました。しかし、還暦を過ぎた今
は、眼が悪くなり車にあまり乗れません。今では家内に、「スポーツ
カーでのあの話、いったいどうなったの」と笑われています。このよ
うな事で、今はドライブ以外の「くるま」の事に興味津々です。
もう一つ、社寺庭園の観賞ですが、訪ねることで風情を感じます。さ
つき・さざんか・松等の庭木と灯籠・手水鉢・庭石と苔、そしてお堂
と塀、それらの組み合わせに妙を感じさせてもらえるからです。その
気分に浸るとき、すぅーっと気持が落着き安堵を感じる気がします。
近隣では、京田辺市の一休寺・方丈庭園などが好きです。これからも
時間を見つけて、ゆったりと社寺庭園を廻ってみたいと思っています。
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第五回クラブ協議会（後期活動方針発表）
（司会：冨川会長）
前期は皆さん、大変いろいろと計画をし、実行して頂きまして、大変有意義な効
果のある活動ができたと思っております。残された後半をより良い活動になるよ
う、よろしくお願い致します。本日は後期の活動について具体的に発表をお願い
したいと思います。
＜矢追会員組織情報委員長＞
私の委員会は、４つの委員会で構成されておりまして、各委員会の委員長さんは
じめ、副委員長さん、委員の皆さんに非常に前半良くやって頂いたと思っており
ます。また、新しい会員さん４名に入会して頂きましたし、毎月の第一例会に情
報委員長の飯田先生からミニ情報として、いろいろ私たちの知らないお話を聞か
せて頂いております。いろいろあると思いますが、詳しくは各委員長さんの方か
ら報告して頂きますので、よろしくお願い致します。
高木会員選考委員長
（欠席のため矢追委員長より）
会員選考の方は、４名の新入会員さんのいろいろな情報を、容認頂いております。
非常にきめ細かくチェックをして頂いておりまして、本当にこの奈良大宮ロータ
リークラブに入会いただくのに相応しい人たちだということで、報告を頂いてお
ります。
宮西会員増強委員長
皆様のお陰で、今期４名の方に入会して頂きました。引き続き、会員増強委員会
としましては、特に職業分類上未充填の職業の方に力を入れたいと思います。実
質、入会の手続きを考えますと、大体３月位までに皆様からご紹介頂かないと今
期に間に合いませんので、１か月、２か月位の間に、是非皆様のご協力をお願い
したいと思います。引き続きよろしくお願い致します。
中井職業分類委員長
いま、宮西さんがおっしゃったように、４名のご入会がございました。その内で、
職業分類の新設が二つございました。水道と、コンピューターの二つを新設させ
て頂きました。それと、美術印刷ですね。これからも未充填の職業分類に充填を
していただければな、と思います。
飯田ロータリー情報委員長
今後の予定ですが、これまで６回にわたって続けてきましたミニ情報、クラブの
歴史とか記録の一場面を紹介しておりますが、引き続き続けたいと思います。そ
れから新入会員さんのオリエンテーションが今日、３名、例会後に予定しており
ます。４月にシカゴで規定審議会がありますので、それに関する情報が入れば例
会などで紹介していきたいと思います。地区のロータリー情報委員会で、副委員
長の多田さんに色々ご尽力して頂いているんですが、先日のロータリーに関する
アンケートの結果の報告や、新たにアンケートをとられるということですが、そ
れはまた副委員長さんの方から後日報告があるかと思います。
＜潮田奉仕プロジェクト委員長＞
本年度、社会奉仕、職業奉仕、それから新世代の、それぞれ色々な催し物をやっ
て頂きまして、それぞれ協力しながら事業を行ってまいりました。スワーダさん
講演会など、細かい事は各委員長にお任せしますけれども、長期的な目で見て、
三年間の延長でということで東大寺での植樹を来週やらせて頂きますので、皆さ
んも協力の程よろしくお願い致します。
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西口職業奉仕副委員長
（有井委員長欠席のため）
ちょっと密な連絡ができていないため、先程の報告事項に近いものになってしま
うかも知れず恐縮ですが、報告事項のところで幹事からもご紹介がありましたよ
うに、まず２月２０日に地区の職業奉仕の講演会がございます。今日出欠を回さ
せて頂いておりましたが、入会三年未満の方をメインに１０名参加依頼が来てい
ます。またおいおいお伺いしていきますが、私と委員長が引率という形で行くと
いうことになってございます。それと、本日状差しに差させて頂きましてまた皆
さんのお目に留まるかと思いますが、本年度後半、職業奉仕委員会と致しまして、
今までに冊子として作成されていました「なりわい」という職業奉仕観を募った
冊子を作成しようとしております。本日状差しに紙を入れさせて頂いたんですが、
皆さんの職業奉仕観を５００字程度で書いて頂いて、それを集計するということ
で、なるべく皆様全員の掲載を目指しておりますので、職業奉仕委員会のメンバ
ーは手分けして各々お声掛けもさせて頂いて回収しようかなと思っておりますの
で、二月中を目途にお願い致します。それと、職業奉仕委員会としまして卓話を
一つしないと、というところでございます。
髙野社会奉仕委員長
社会奉仕委員会の今後の予定ですが、まず先程ご連絡いたしましたように、１月
２３日東大寺にて植樹を行います。それと、春以降事業が三つございまして、ま
ず健康診断を例年通りさせて頂きたいと思っております。それと、佐保川の清掃
を復活させたいと考えております。それと先日来会長からもご案内がありますよ
うに、平城遷都１３００年祭に関しまして社会奉仕委員会が中心となって奉仕事
業を行いたいという予定でございます。
倉田新世代委員長
前半は、スワーダさんの講演会、それと携帯有害サイト、残念ながら開催できま
せんでしたけれども「労働に学ぶ」等々、皆様のご協力頂きまして無事終了いた
しました。ありがとうございました。後半は、ＲＹＬＡの参加を１名予定してお
ります。４月に開催予定ですので、どなたか候補の方がいらっしゃいましたらよ
ろしくご協力のほどお願い申し上げます。
潮田国際奉仕委員長
本年度いままで行いましたのは、一つは奈良女子大の留学生の審査委員会に森下
さんに参加して頂きました。それから本年度６月にカナダであります国際大会の
説明会にも参加してまいりました。ただ、ＷＣＳですが、国際奉仕のカテゴリー
で行われるのは本年度で最後になります。次年度からは、財団の事業、そこの中
の一つとなるそうでございます。本年度最後、二週間後、キリバスのタラワとい
うところに、この前皆さんからも沢山鉛筆を頂きまして、教育支援ということで
参加する予定です。もう一つは、米山の方もほぼ目標額に達したようでございま
す。あと半年精いっぱい頑張りたいと思います。
（会長より）
今、米山の話がありましたが、米山奨学生は４月から新しい方をお迎えする予定
でございます。

＜楠木ロータリー財団委員長＞
前期は皆様方に大変ご協力頂きまして、年次寄付一人当たり、地区は＄１６０で
すけれども我々のクラブは＄２００を募金目標としましたところ、皆様の絶大な
ご協力を得まして、＄２０８．５５平均ご協力を頂きまして、厚く御礼申し上げ
ます。財団はとにかくお金集めばかりのような気もするんですが、２０１０・２
０１１年度より財団の新補助金制度というのが二年間施行されますので、私たち
もそれを勉強して皆様方に新補助金制度を皆様に情報提供したいと思っておりま
す。
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＜佐川クラブ広報委員長＞
私どもは、「雑誌・広報委員会」と「会報・ＩＴ」委員会から成っております。
広報は勿論対外的な活動への広報でございまして、昨年７月１３日に各メディア
を挨拶回りさせて頂きました。また後半には各委員会の活動にまたメディアに広
報してもらいたいと思っております。詳しくは委員長からご説明して頂きます。
会報の方は谷川委員長の方で、やはり会報というのは一番その歴史の事実を記録
すると言うので非常に大事なものですので、こちらの方も正確な事実の記録とい
う事をお願いしております。
井上雑誌・広報委員長
後期も前期同様に、奉仕プロジェクト委員会を中心に広報活動を行っていきたい
と思います。前期にはスワーダさん、携帯サイトなど皆さんに広報をお願いされ
ましたので、各新聞社四大紙はじめ、奈良新聞、奈良テレビ等行って参りまして、
スワーダさんの時には新聞社が四社、テレビでは奈良テレビさんに来て頂いた、
ということであります。また、後期も各奉仕委員長さんとの連絡を絞って広報を
していきたいと思っています。何よりやはり奉仕活動が一番のメインでございま
すので、できるだけマスメディアさんに、私や常任委員長さん、また各委員さん
と広報活動をしていきますので、是非とも広報委員会に言って頂いたらいいんじ
ゃないかな、と思っております。それと雑誌でございますが、出来る限り皆さん
に投稿をお願いしたいと思っております。地区の方にもまた原稿を送って掲載し
て頂くようもっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。
谷川会報・ＩＴ委員長
会報・ＩＴは、ＨＰ等通して対外に情報発信するということで、若干会報の発行
がぎりぎりになってしまったり遅くなってしまったり、という反省もあったんで
すが、先程言われたように記録という意味ではクラブの行事等、写真・原稿等含
めてできたのではないかな、と思います。また、会報を通してクラブメンバーの
親睦といいますか、色々クラブの方へ書いて頂きまして、急に原稿のお願いを依
頼したこともあったんですが、快く引き受けて頂いて、何とか半年続いてきてお
ります。また後半についても皆さんに原稿のお願い等致したいと思いますが、ご
協力よろしくお願いします。もう一点、三月ぐらいにパソコン教室を計画してお
りますので、また詳細が決まりましたらご連絡させて頂きたいと思っております。
また後半も宜しくお願いいたします。
＜クラブ管理運営委員会＞
（小西委員長欠席）
大塩ニコニコ委員長
前期、大変皆さんにご協力を頂きまして、ニコニコの方は順調に集まりました。
本当にご協力ありがとうございました。周りで起こった嬉しい事とか楽しい事と
か感謝した事、いろんな事に対して頂戴しましたけれども、「とりあえずニコニ
コしとこか」という形で沢山頂戴しました。引き続き後半も皆さんのご協力お願
い致します。
増井親睦活動委員長
前半におきましては、花火親睦例会、スワーダさんの歓迎会、そしてクリスマス
例会という三つの親睦例会にご協力を頂きまして本当に有難うございます。後半
の予定ですが、先程も案内しましたが、３月２５日飛鳥C.C.で第三回のゴルフコ
ンペを企画しております。５月２７・２８日第四・五回のお泊りゴルフコンペを
企画しております。是非皆さんご参加の程よろしくお願い致します。そして、ミ
ニ親睦会ということですが、当初の予定通り、新人歓迎会ということで企画して
おります。来週、奈良ホテルで山中一晃さんの歓迎会を企画しております。こち
らの方もご参加、ご協力お願いします。親睦家族例会のご案内ですが、春の花見
例会は４月１１日、大阪帝国ホテルで予定させて頂いております。夕方４時にな
りますが、船に乗りまして、大阪城の辺の花を見学して頂きましてその後帝国ホ
テルで懇親会をする予定でございます。大阪帝国ホテルでの初めての企画ですの
で、是非皆さん、ご協力、ご参加のほどお願い致します。続きまして最後の年度
末例会の件ですが、６月６日奈良パークホテルでお昼に企画しております。こち
らの方もご協力お願い致します。
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（中條友好クラブ担当幹事が欠席の為、冨川会長より）
この前もご案内していますように、今年は平城遷都１３００年祭が奈良で行われます。そういった事業に友好クラブの
恵比寿クラブ、太宰府クラブの方にもご案内をさし上げて、できたら３クラブ合同で事業をやりたいな、と考えており
ます。具体的なことが決りましたら、またご案内致します。それと、今日北河原さんと色々お話をさせて頂きましたが、
４月１３日はお花見例会の振替の休日になるかと思いますが、この時に東京恵比寿クラブの方に訪問しようということ
で日程だけ決っておりますので、できたらご参加出来る方は是非参加をして頂きたいな、と思います。
土谷プログラム委員長
上半期は、多くの会員さんから講師を紹介頂きまして、何とかプログラムをこなす事が出来ました。当初公言しました
「興味ある卓話・おもしろい卓話・珍しい卓話」というのが実現できたかどうかは甚だ心許ない感じなんですが、この
コンセプトで下期も充実した卓話を目指して頑張ってまいりたいと思います。数字を申し上げますと、上期は卓話１３
人、下期は卓話１６人となっております。上期には二人の会員さんに卓話に登場してもらいましたけれど、年度内には
新入会員の皆さんにもご登壇をお願いしたいと思っております。現在２月１６日の卓話まで準備が出来ておりますが、
後は白紙の状況です。昨年９月には今年の１月いっぱいまでの講師の手配を済ましておりましたんですが、手違いがあ
りまして４名の講師に次々と変更をお願いする羽目になりまして、大変苦労致しました。その経験からあまり先まで準
備するのを控えておるところでございます。皆さんにはこれぞ、という講師の候補者がございましたら、早目にプログ
ラム委員まで申し越しをお願いします。余談ですが、上半期で大変ありがたいと思っていることがあります。それは会
務が大体きっちり６時には終わって頂いている事でありまして、講師の依頼状には「お話の延長はなしでお願いします」
とはっきり書いてございますので、始まりが６時５分、１０分となりますと、わざわざ奈良ホテルに呼び出しておいて
原稿をよく喋ってもらえないと、呼んだ者は大変気兼ねをすることになりますので、大変感謝をしている訳であります。
会務を仕切る幹事さん、ＳＡＡさんの手際の良さにかかっている訳ではありますが、そればかりではありません。卓話
講師が座っている折には、恐れ入りますが委員長さん方はじめ前でお喋りになる時はなるべく手際よく切り上げて頂け
れば、皆さんのご協力を頂ければ幸いかな、と思っております。
高辻出席委員長
今年度上期の平均出席率は９５．０％となっております。因みに前年度の上期が９４．４％ですので、若干の増加とな
っております。これは皆様欠席された後のメーキャップを励行して頂いているということで、大変感謝をしております。
しかしやはりなかなか１００％に達しないのも事実でございます。上半期も私の方から「メーキャップお願いします」
と事ある毎にお願いしてまいりましたが、それでもなかなか出席率が思うように上がってこないのも事実でございます。
下半期に対しましても、会長・幹事からも同じようにお口添えを頂ければ更なる出席率の向上も見込まれると思います
ので、ご協力方、お願い致します。懸念としておりますのは、７月・８月・９月に比べると１２月・１月、出席率が徐々
に徐々に落ちてきております。このままですと昨年度を下回るような結果になるかな、と思っておりますので、下半期、
年も改まりまして引き続きメーキャップの励行をよろしくお願い致します。
藤野ＳＡＡ・ソング委員長
私が感じている事は皆様が感じている事だと思います。皆様のご協力によりまして、例会中の携帯電話、卓話中の私語、
かなり改善があったと私は感じております。これもすべて皆さんのご協力のお陰だと思っておりますので、後半も宜し
くお願い致します。それと、お気付きの方もいらっしゃいますでしょうが、私、適当にネームプレートを並べているの
ではなくある程度考えて、おおまかにベテラン・中堅・新人、とそういうのを考えて、できればベテランの間に中堅、
中堅の間に新人、新人と言ったら言い方がおかしいですが、新しいを挟んで頂いて、皆様に新入会員の方を盛り上げて
頂いたら一番有難いかな、と思っております。一番困るのは、「長年経つけどあの人としゃべった事ない」というのが
一番私は気にしているところで、それなりに考えてテーブル配置をしておりますので、極力足のはえないようによろし
くお願い致します。
（冨川会長より）
これで、各委員会の後期の活動方針の発表を終わらせて頂きたいと思います。後期もどうぞ皆さん、この会を、例会を
盛り上げて行きたいと思いますので活動をよろしくお願い致します。これで本日のクラブ協議会を終わります。

●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


