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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43回 6月1日 
通算1508回

第40回 5月25日 
通算1507回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1507回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 52名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　80.0％

1505回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 21名
●出席者数　　　　 63名
●補填者数　　　　　3名
●出席率　　　　95.5％

会長報告

▼次項へつづく

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「国歌・それでこそﾛｰﾀﾘｰ」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.松谷　幸和様
（奈良県知事公室長）
　 テーマ
　「県政運営の主要課題」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム先々週になりますけれど、５月１５日には平城遷都１３００年祭を記念致しまして友好クラ
ブの皆さんをお招きして盛大に例会を開催させて頂きました。それと併せて北河原さんのお
祝いをさせて頂きました。本当に楽しい会できたと喜んでおります。友好クラブの恵比寿ロ
ータリークラブ会長エレクトの石井様、太宰府ロータリークラブ会長武石様、中西様、西川
ガバナー補佐より丁重なるお礼状を頂いております。特に太宰府ロータリークラブからは非
常に多額のニコニコまで送って頂きました。これはニコニコボックスの方に入れさせて頂き
ます。この１５日の例会には私共クラブの方も６０名以上参加をして頂きました。総勢１０
０名以上となり、大変盛り上がった会となりました。お礼状も会報に載せておりますが、友
好クラブの方も大変喜んで頂いたようで、次年度恵比寿や太宰府に行った時、どのようにも
てなそうか、と大変悩んでいるということも書かれておりました。そのような素晴らしい会
ができました事も、皆さんのご協力のお陰だと思い、大変喜んでおります。ありがとうござ
いました。
それと、ロータリーの友事務所より連絡がありまして、ロータリーの友の委員会が今年の３
月２５日付をもちまして一般社団法人ロータリー友事務所になった（社団法人になった）と
いう案内がきております。最初の部分だけ読ませて頂きます。「『ロータリーの友』は国際
ロータリー理事会の承認した地域雑誌の一つとして発行されていますので　国際ロータリー
が定める条件をクリアし　その認定を得なければなりません　認定条件には編集委員会の設
置や著作権への配慮　国際ロータリーに依存しない強固な財政基盤を持って『ロータリーの
友』事務所が運営されることなどの基準が含まれています」他にも色々と細かい事が書かれ
ていますが、そういう訳で、これから社団法人として透明化した運営をしていくということ
です。

委員会報告
髙野社会奉仕委員長
先日１５・１６日二日間に渡りまして多数のご協力・ご参加を頂きまして誠にありがとうご
ざいました。お陰で友好クラブの皆様にも非常に喜んで帰って頂いたということです。特に
社会奉仕委員会の皆様と友好クラブのアテンドをお願いしました皆様、親睦委員会の皆様、
色々とご無理ばかり言いましたが本当にありがとうございました。
増井親睦活動委員長
まず、先日の親睦例会におきまして、皆さま多数参加頂き、各姉妹クラブとの友好を深めて
頂きましたこと、本当にありがとうございました。

２００９－２０１０／４２
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そして先日鴟尾の会が開かれまして、私共大宮から精鋭８名が参加しまして、結果はジュニアの７位、中奥君が一番良い
成績だったということをお知らせします。帰り道で会長と目を見合わせまして、「ゴルフをもう少し真剣にやろう」と言
いながら帰って参りました。ゴルフも皆さん一緒に楽しんで、また上位を狙えるように頑張っていきたいと思います。
続きましてゴルフのご案内がもう一つありますが、そちらは担当の大塩幹事より後ほどお知らせさせて頂きます。
それと、６月６日。家族親睦例会が開かれます。次年度の引き継ぎということもあります。また友好クラブとの締結をち
ょっと感じさせるハワイアン・ダンスショーと採点もあり素敵な賞品も用意しております。是非、皆さんご家族で参加の
程、宜しくお願い致します。バスは、近鉄奈良と学園前から出るように手配をしておりますので、そちらも明記して頂く
ようにお願い致します。
小西クラブ管理・運営委員長
本日、状差しに入れさせて頂いております、今年度最後４回目の情報集会の連絡でございます。６月７日（月）～１１日
（金）までです。１班は私と大塩君、２班は植村班長、谷川副班長が今日はお休みらしいですが了解はとっております。
３班井上さんと宮西さんにも了解をとっております。４班の初めてやらせて頂く「きた田」にも料理長には連絡しており
ます。多田実さんも本日欠席ですが、了解を頂いております。副班長の柴田さんにはまだ連絡はしておりませんがまた連
絡しておきます。５班、班長：藤野さん、副班長は山本尚永さんと書いてありますが彼はこの日は都合が悪くなりました
ので、代わりに小川祥夫君にお願いしました。「萬佳」には５時３０分に新大宮駅でバスの送迎を連絡しておりますので、
班長の藤野さんから２～３日前には最終人員を「萬佳」に連絡して下さい。後の方々はまた宜しくお願い致します。
今年度は４組でずっとやっておりましたが、非常に人員が多くて、もう少し少ない方が話し易いとの意見も出ましたので、
今回は５組でさせて頂くことにしましたので、この結果を踏まえて次年度の参考にさせて頂ければと思っております。本
年度四回目の情報集会です。皆さん、全員ご参加のほど、宜しくお願い致します。
大塩会員（親睦委員）
最終になりますが、第４・５回続けて親睦のゴルフ大会を開催させて頂きたいと思います。ご案内は先日状差しに挿させ
て頂いた通りで変更はありません。奈良からバスで行かれる人は２８日朝６：３０に増井さんの所の「芝」の駐車場に集
合してバスに乗って下さい。そして西の方のグループ６名程おられますが、私のお店の駐車場で７時にバスが出発します。
増井さんの所から西に回ってもらって第二阪奈中町インターからのるということになります。宜しくお願い致します。ス
タート時間は変わりありませんので、自家用車で直接行かれる方は遅れないように気をつけて来て下さい。帰りのマイク
ロバスは大体夕方６時頃奈良に戻って来れるかと思います。天気もどうなるかわかりませんが、皆さんの日頃の行いで良
い天気になって楽しいゴルフとなると思います。どうぞ宜しくお願い致します。
藤井次年度クラブ管理・運営委員長
先週新しい委員会構成表が入りましたので、いよいよ仕事をしないとあかんな、という時になりました。それで私が担当
させて頂くニコニコ、親睦、友好クラブ、プログラム、出席の委員長、副委員長の方はこの例会終了後、そんなに時間は
とりません、数分ですので、出口のソファの所で打ち合わせをさせて頂きたいと思います。名前を呼ばせて頂きます。ニ
コニコ：今﨑さん、野上さん、親睦：宮西さん、野﨑さん、友好クラブ：潮田さん、プログラム：髙野さん、麹谷さん、
出席：藤野さん、中奥さん。どうかよろしくお願い致します。それからまた色々不手際があるかと思いますが、今後とも
よろしくお願い致します。
石野次年度幹事
次年度常任委員長、各理事、委員長に活動方針と計画を今月いっぱいということで提出のお願をしております。たぶん今
日お持ちになっていると思いますが、私に提出下さるようにお願い致します。今日お持ちでない方は、私か事務局の方に
ＦＡＸして頂くようにお願いします。概況報告書を作るのに、今月いっぱいということでお願い致します。
今、理事・役員、各委員長にお名刺を作っておりますが、他のメンバーでご希望がございましたら今日回覧させて頂きま
すので、お申し出頂きたいと思います。因みに料金は有料で約２，０００円かかりますので、よろしくお願い致します。

ニコニコ箱　本日計 30,000円　累計　2,612,500円
武藤廣茂　君　先日、平城ＲＣのホールインワン祝賀ゴルフ会に出席致しました。生憎の天気でしたが、ハンディに恵

まれ、優勝させて頂きました。感謝です。
成田　積　君　年令をとりました。今月末日をもって満７６才になりました。あと、幾つまで生きられるでしょう？せ

いぜい頑張っていきます。誕生日祝い、ありがとうございます。
山中一晃　君　５月１７日の結婚記念日に結構な記念品をお送り頂きましてありがとうございました。忘れていました

が、家内から「ロータリークラブより何か届いています」との電話があり思い出すことができました。
重ねてありがとうございました。

高木伸夫　君　結婚記念のお祝い有難うございました。
佐川　肇　君　結婚記念日のお祝い有り難うございました。
髙野　治　君　本日、例会終了後、囲碁の会を開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。
大塩栄作　君　結婚記念日のお祝をありがとうございます。銀婚式までもう少しです。ニコニコ！
金星　昇　君　ニコニコに協力
中村信清　君　ニコニコに協力
矢追家麻呂君　ニコニコに協力
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５月お誕生日・結婚記念日
お誕生日
９日　北河原公敬　　　
31日　成田　積
結婚記念日
３日　増井　義久　　　
３日　柴田　直三
11日　高木　伸夫　　　
13日　石野　捨雄
13日　高辻　良成　　　
17日　山中　一晃
18日　佐川　　肇　　　
21日　大塩　栄作
30日　谷川千代則

本日のお客様
・�中野聖子　様（奈良ＲＣ）
・�崔　瀞仁　様（米山奨学生）

次週の例会
６月６日（日）
奈良パークホテル　１１：４０～　
「家族親睦例会」
 
６月８日は休会
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「まず健康」　　　松岡　嘉平治　会員
　人間の生活の中で一番大切
なことは、まず日々を健康で
過ごせること。それが一番の
幸福ではないだろうか。莫大
なる富を持っても、非常に高
い名誉ある地位についても体
調が不十分で健康でなければ、
いずれも楽しいものではあり
ません。
　出てくる言葉は「まず健康」
ですが、いかにすれば健康になることができるのであろうか。誰
もが求める一番大切なことであります。
　日々の生活を楽しく健康で暮らせるほど幸せなことはありませ
ん。誰もが望むものであります。健康がいかに大切であるかと感
じるのは病気になったときであります。そのとき初めて自分自身
の体調の大切さに気付くのであります。元気で日々を暮らしてい
るときには決して病気のことなど考えません。また、そんな臆病
な日々を過ごしていては人生は楽しくありません。健康で毎日を
楽しく過ごし、食事をおいしくいただける毎日が本当の人生であ
ります。
　しかし、人間とて生物でございます。いつ何時どんな病気にな
るかは誰も知ることはできません。私が現在までの九十年間の生
活を振り返って思いますのは、自分はほんとうに幸せであった、
自分程幸せな人生を送ってきた人間はあまり多くないのではない
かということであります。少しでもこの幸せな人生経験をお話し
て、少しでも社会の皆さんが私のような健康な人生を送って頂け
たら、社会に役立てることができればと考えております。
　人生で一番大切なこと、健康に生きるための日々の生活、それ
は私の長い経験から申し上げますと、まず「良くから離れること」
であります。これは昔からよく言われることであります。無欲の
生活は大変結構なことでございます。良くは決して自分から求め
てはならないもので、良くは他人からいただくものである。これ
は古人のことわざでもよく言われることであります。まず人間が
良くから離れることで逆に欲が集まってくるものであります。よ
くのない人間生活ほど気楽なものはありません。しかし、現在の
世の中はすべてのことが欲に絡んだものでございます。欲から離
れる事はなかなか難しいことだと思います。しかし、良く~離れ
ることが健康第一に繋がると思えば難しいものではございません。
古の聖人が必ずもうしました「とろうとろうはとられるものと」
という言葉をよく理解せねばなりません。日々の生活の中でも通
用する言葉であります。皆さん方の中にも経験された方もおられ
るのではと思います。健康であることは、人生でどれだけ幸福で
あるかがうかがえるのであります。「まず健康」これほど簡単で
素晴らしい言葉は無いと私は信じています。
　ここで、私の戦場（ビルマ戦線六年間）でのお話をしたいと思
います。まず、戦争ほど悲惨なものはありません。このことは戦
争を経験したもののみが言える言葉であります。何も知らない幼
子や女性まで巻き込んだ戦争はほんとうに悲惨であります。私は
戦争は二度と起こしてはいけないと言えることを十分経験してき
ました。ジャングル生活も大変長く続きました。米を見ない日が
何カ月も続いたこともありました。その度に何名かの戦友が病気
のために死んで行きました。ある兵士が死の前に「せめてお腹い
っぱいの米のご飯を食べたい」と叫んだことが私の耳に残ってお
ります。当時、死を考えたことはございません。頭にあったのは、
何とかして生きて帰りたいということのみであります。とにかく
食べられるものがあれば、とジャングルの中を探し求め歩いたも
のであります。現在の世の中ではとても考えられません。そんな
状況の時でさえ、健康体である人はどうにかしのぐことができた
のであります。しかし、体の弱い人とはどんどんと別れていくこ
とになりました。この経験からも、つくづく体の大切さ、健康の
大切さを思ったのであります。
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御礼

拝啓
　雨音が斑鳩の都に響く今日この頃、貴クラブの皆
様には益々ご活躍のこととお喜び申し上げます。
　過日の平城京遷都1300年祭会場での特別例会参加
の際には、会員の皆々様から心温まる歓待を賜り、
心より御礼申し上げます。ご担当いただきました担
当者様にはさぞかしご多忙かつ煩わしい思いをお掛
けしたことと存じますが、ロータリーの寛容の心で
ご容赦いただければ幸いに存じます。
　11月9日（火）は当クラブの15周年記念例会を開
催する予定です。姉妹クラブの台北永福ロータリー
からも沢山のロータリーアンが参加の予定です。8
日の夜には前夜祭も企画しております。是非、貴ク
ラブの次年度の予定に加えていただければと思いま
す。
　大勢の皆様のご来訪を心よりお待ち申し上げてお
ります。
　古の平城京に思いを寄せ、御礼のご挨拶とさせて
いただきます。

敬具

　　　　　　　　　　東京恵比寿ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　　　　会長　波多野容子

幹事　鈴木　英之
　　　参加者一同

御礼

　五月の晴れの日　平城遷都1300年記念例会にお招
き頂きまして、恵比寿RC一同を代表し、心から御礼
申し上げます。二日間に渡り奈良大宮ロータリーの
方々の心温まる「おもてなし」に対して、重ねて御
礼申し上げます。
　冨川会長はじめ多くの方々にホテルまでお出迎え
頂き、また、二日目には信貴山、法隆寺と周りまし
たが、その間、北河原別当、植村幹事をはじめ多く
の方々にご案内頂きました。感謝に耐えません。
「十三屋」さんの食事も最高で御座いました。本当
に有難う御座いました
　平城宮の大極殿や朱雀門は昔のまま復元され、大
変見応えあるものでございました。遠からず、必ず
や奈良が観光地として日本でナンバーワンとなる事
と確信致しました。
　バスの中で、恵比寿の会員から「石井さん11月9
日の恵比寿の十五周年の時、奈良の方々がお越しに
なったとき、我々は何をすればいいの？こんなには
出来ないよ！」という会話を致しました。
　これから、どう皆様方を「おもてなし」したら良
いのか考えなければなりません。東京には奈良と違
って皆様にお見せ出来る様なものがあまり御座いま
せんので、どうしましょうか。悩みで御座います。
　この度の貴クラブの訪問の際の「おもてなし」に
関し、心より感謝申し上げます。

東京恵比寿ロータリークラブ
会長エレクト　石井　義興


